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イヤホン＆ヘッドホン
ポータブルアンプまで
厳選200アイテム掲載

［プレミアムヘッドホンガイド］ [vol.12]
特別編集
フリーマガジン

¥0

方まで イド！
び
から選 が徹底ガ
質
音
プロ

最新ヘッドホン
お買い物ガイド

▼AUDIO-TECHNICA
ATH-CKR10
→p.16

この夏、狙うべきアイテムはこれだ！

最新ヘッドホン
お買い物ガイド

PREMIUM
HEADPHONE GUIDE

SUMMER [プレミアムヘッドホンガイド]
[vol.12]
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LIFESTYLE

お気に入りの音楽と夏を遊ぼう
！

▼SHURE
SE112
→p.50

ライフスタイルにあわせて
選ぶヘッドホン

▼Marshall
Headphones
MONITOR
→p.22

モデル／池谷諒介、川田晋吾、加覧沙綾 写真／井上良一

REVIEW

47
63
81
94

オーディオ評論家が徹底試聴！

コスパ抜群！実力派イヤホン＆ヘッドホン
厳選プレミアムイヤホン＆ヘッドホン
ヘッドホンアンプ特集
ワイヤレスヘッドホン特集

文／大橋伸太郎、小原由夫、折原一也、鴻池賢三、高橋 敦、
中林直樹、野村ケンジ、山本 敦 写真／阿部良寛、井上良一

97

101

SOUND

ジャンル別おすすめヘッドホン

低音重視／ノイズキャンセリング／
モニター／サラウンド
CATALOG

音質傾向ガイド付き！

イヤホン＆ヘッドホンカタログ
監修／高橋 敦、野村ケンジ

◀Sony
MDR-EX650
→p.50

111

BASIC

ヘッドホン基礎知識

イヤホン／ヘッドホン／
ヘッドホンアンプの選び方＆ハイレゾって何？
掲載商品には一部、配布店舗で取り扱いのない商品がございます。

◀AKG
K812
→p.74

クリプシュ"STATUS"などが当たる
プレゼント＆アンケートにご応募を！

▶Beats by Dr. Dre
Studio Wireless
→p.28

本誌をお読みいただいた皆様への感謝を込めて、クリプシュの
最新プレミアムヘッドホン「STATUS」や「ULTRA JAPAN」
の入場チケットなどが当たる、豪華プレゼント＆アンケートを実
施中! 右のQRコードを読み込むか、下記のアドレスにアクセス
して、どしどしご応募ください!
※応募締め切り 2014年10月31日
（チケットは8月末日まで）
http://www.phileweb.com/enquete/hp12/
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VGP連続金賞に輝くプレミアム

時代をリードし続け

プロのミュージシャンやエンジニア、オーディオ評論家をうならせる
「パーフェクトサウンド」。
ドイツが生んだクラフツマンシップの結晶、ゼンハイザーが快進撃を続けている。
才色兼備のヘッドホン
「MOMENTUMシリーズ」、音質を極めたフラグシップ「HD 800」、
そして新鋭「HD 700」
が、オーディオビジュアルの祭典「VGP」
で連続金賞記録をまたも更新！
プレミアムヘッドホンの頂点に君臨し続ける、歴史に残る名機たちをご紹介しよう。

New
この夏、
新色「サンバ」
を
追加！
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ヘッドホン

巻頭特集 ゼンハイザー、輝ける名機
〜MOMENTUM／HD 800／HD 700

る垂涎のブランド

MOMENTUM On-Ear
¥OPEN

投票

No.001

SPEC ●型式：密閉ダイナミック型 ●周波数
特性：16〜22,000Hz ●インピーダンス:18Ω
●質量：約152g（ケーブル除く）

〈2期連続金賞〉
機能美に満ちたポータブルヘッドホン
音のバランスが完璧で、しかもファッションアイテムとして外出
先で身につけたくなるような、洗練されたデザインを纏ったヘッドホ
ン。そんな才色兼備のアイテムとして、まず筆頭に挙がるモデル
がゼンハイザーの「MOMENTUM」シリーズだ。
「MOMENTUM On-Ear」は、コンパクトかつスタイリッシュ。
軽快な装着感にも驚かされる。新色「サンバ」を加えた全8色
の豊富なカラーバリエーションを用意しており、着こなす楽しみも
ある。イヤーパッドやヘッドバンドには、肌触りがよく耐久性も高い、
イタリア製の人工皮革素材「アルカンターラ」を贅沢に使用。
アーム部は丁寧に磨きあげられたステンレススチールを採用する
など、マテリアルにもこだわり抜いた仕様となっており、いかにも
ドイツらしい機能美に満ちたポータブルヘッドホンに仕上がってい
る。
（折原一也）

PREMIUM HEADPHONE GUIDE
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MOMENTUM
¥OPEN

投票

No.002

SPEC ●型式：密閉ダイナミック型 ●周波数
特性：16〜22,000Hz ●インピーダンス:18Ω
●質量：約180g（ケーブル除く）

〈2期連続金賞〉
美しい仕上げと本格志向のサウンド

New

「MOMENTUM」は、ひとまわりサイズの大きなアラウンドイヤー
型。こちらもアーム部は高精度ステンレスを採用している。ハウジ

ラインアップに
新色「アイボリー」
を
追加！

ングの中央にはスピン加工されたロゴマークがキラリと輝き、レザ
ーにステッチを配したヘッドバンドとのコントラストが美しい。厳選パ
ーツを駆使した合理的でメカニカルな機構は、いたずらに外見の
みを重視した凡百のカジュアルヘッドホンとは一線を画している。
カラーはブラウン、ブラック、そして新たにアイボリーが加わり、よ
り選択の幅が広がった。サウンドの特性は、ゼンハイザーらしく本
格志向。と同時に極めて上質なもので、空間を丁寧に描きながら、
ワイドレンジな再生特性でスムーズな響きを生み出している。毎日
身につけるものだから、高音質だけでなくファッション性にも、とこ
とんこだわりたい。ゼンハイザーの「MOMENTUM」は、そんな
あなたにとって最高の選択肢になるはずだ。
（折原一也）
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おしゃれなキャリングケースを付
属。ちなみにケーブルは通常タ
イプに加えて、マイクリモコン付
きも同梱する。

巻頭特集 ゼンハイザー、輝ける名機
〜MOMENTUM／HD 800／HD 700

ハイエンドをもっと身近に
ドイツ生産ではなくアイルランド生産であることをメリッ
トのひとつ
に感じるマニアックな楽しみ方も大いにアリだが、最大の魅力とい
えば、軽快なボディサイズながら至高のゼンハイザーサウンドが詰
め込まれていることだろう。時代を代表する名機「HD 800」は
アンプに求めるクオリティが高く、使いこなしにはひと手間が必要。
もっと手軽に、しかもロングセラー「HD 650」以上の高音質を
楽しみたい方には本機がピッタリ。音色的には、往年の名機であ
る「HD 600」を彷彿とさせてくれるような、帯域特性に秀でたフ
ラッ
ト志向のサウンド。
「HD 650」よりもこちらの方が好みという
人は少なからずいるはずだし、
「HD 598」からのステップアップ
には最有力候補となるだろう。同時に、スピーディーでキレのよい
高域により、演奏のダイレクト感や鮮明さは格段のレベル。スタイ
リッシュな外観も含めて、完成度の高いモデルだ。
（野村ケンジ）

HD 700

〈3期連続金賞〉

¥OPEN

投票

SPEC ●型式：オープンエアー・
ダイナミック型 ●再生周波数特性：
8〜44,000Hz ●インピーダンス：
150Ω ●ケーブルの長さ：3m ●質
量：約292g（ケーブル除く）

No.003

オープンエアー型の最高峰
プレミアムヘッドホンとして、ひとつの頂点を極めたモデルだ。
オープンエアー型ヘッドホンのオリジネイターとしてのノウハウを惜し
みなく投入。振動板は新開発の大口径53mmでリング形状を採
用した独創的なもの。卓越した空間再現力だけでなく、ニアフィ
ールドスピーカーで視聴しているかのようなエネルギッシュで迫力あ
るサウンド。帯域のバランスは見事なまでにフラッ
トで、硬質で実
存感あるサウンドが持ち味だ。たとえば、バンド・サウンドは分離
がよく、ボーカル、ギター、ベースのそれぞれの存在感がくっきりと
描き出される。ジャズやクラシック、ダンスミュージックとあらゆるジャ
ンルに対応できるのも、くせのないフラッ
トな特性を持つ本機なら
では。発売から５年が経つが、今年の夏もVGP金賞を受賞。そ
の魅力はいまだ色あせない。
（折原一也）

HD 800
¥OPEN

投票

No.004

SPEC ●型式：オープンエアー・
ダイナミック型 ●再生周波数特性：
6〜51,000Hz ●インピーダンス：
300Ω ●ケーブルの長さ：3m ●質
量：約370g（ケーブル除く）

〈3期連続金賞〉

お問い合わせ：ゼンハイザージャパン ☎03-6406-8911 http://www.sennheiser.co.jp/
提供／ゼンハイザージャパン株式会社
PREMIUM HEADPHONE GUIDE
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AUDIO-TECHNICA

ATH-CKR10
¥40,000（ 税抜）

投票

No.005

●型式：ダイナミック型（デュアル）●ドライバー口径：13mm×2 ●再生周波数帯域：5〜40,000Hz
●インピーダンス:12Ω ●質量:約16g ●付属品：イヤーチップ（XS/S/M/L）
、キャリングポーチ

¥40,000（ 税抜）
まったく新しい発想のデュアル・
ダイナミックドライバーを搭載し
たプレミアムイヤホン。 ハウジ
ングにチタン、ドライバーに純
鉄ヨークを採用するなど、パー
ツを吟味しつくした逸品。

ダイナミック型イヤホンの革命児

高解像度サウンドを

この夏、
最大の話題作。パワーとスピードを兼ね備えた世界初の駆動方式を採用した
ダイナミック型ドライバー
「DUAL PHASE PUSH-PULL DRIVERS」
を搭載。
従来の常識を覆す、
プレミアムイヤホンのサウンドを、
あなたはもう体感しただろうか？

お問い合わせ：オーディオテクニカお客様相談窓口 ☎0120-773-417 http://www.audio-technica.co.jp
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A R E

Y O U

透明感と力強さを備える
革新のデュアルドライバー

文／鴻池賢三

オーディオ評論家／
VGPライフスタイル分科会 座長

ますます盛り上がりを見せるヘッドホンブーム。個性的なモデルが

採用することで、生み出された音をピュアに送り出すこだわりの数々

続々と登場していて、自分だけの愛機を選ぶのは楽しくもあり悩みで

も見逃せない。さらに「ベース・アコースティックレジスター」など、

もあるだろう。そのなかで注目してほしいのが、オーディオビジュアル

従来機で培った高音質技術も余すことなく盛り込まれている。

の祭典「VGP2014 SUMMER」において「ヘッドホン大賞」に

実際に試聴してみると、音が出た瞬間にただならぬ雰囲気を感じ

輝いた、オーディオテクニカの「ATH-CKR10」である。同賞は

る。低域がじわっと広がり、イヤホンらしからぬ空間の広さを感じるの

年間に数百ものヘッドホンを聴き込む審査員6名の推薦によるもの

だ。これは「DUAL PHASE PUSH-PULL DRIVERS」による

で、いわば、2014年夏の顔ともいえる。受賞の大きな理由のひと

豊かな低域と、それを適度なバランスに整える「ベース・アコーステ

つが「DUAL PHASE PUSH-PULL DRIVERS」にある。この

ィックレジスター」の相乗効果だ。持てる力を見せつけるのではなく、

技術は、直径13mmもの大口径ドライバー2基をプッシュ・プル、

巧みに操って音楽体験を高める奥深さもオーディオテクニカならでは

言い換えると、押す力と引く力を合わせて2倍も強力に、しかも歪み

の粋だ。歪みとは無縁の透明感にも聴きいってほしい。ギターのカ

なく駆動するという仕組みだ。迫力の低域だけでなく、バランスド・

ッ
トは弦の一本一本まで感じとれる分解能の高さが印象的。弦の材

アーマチュア型のような解像感も狙える。もちろん狙い通りの音質

質や太さによる音色の違いまでも克明に描き出す。胴鳴りが重なる

を実現するには、2基のドライバーが精密に同じ動きをする必要があ

余韻の見通しもよく、美しいハーモニーを奏でる。ピアノは艶やか。

る。長年の実績を持ち、ドライバー設計から手がける業界最大手の

トライアングルやシンバルの打音も金属の澄み切った音色が心地よ

オーディオテクニカだからこそ実現できた技術といえるだろう。そのほ

い。S/Nがよく静寂の表現にも長け、音楽が心に深く沁み入る。

かにも、純鉄ヨークや高剛性チタニウムハウジングなど厳選パーツを

確かな技術に基づく新次元サウンドをぜひ体感してほしい。

世界初! DUAL PHASE PUSH-PULL DRIVERS
DUAL PHASE PUSH-PULL DRIVERS
ファインフィットイヤーピース
ドライバーの内部構造

純鉄ヨーク
高剛性チタニウムハウジング
ベース・アコースティックレジスター

13mm口径のダイナミック型ドライバーをふたつ向かい合わせに配置した「DUAL PHASE PUSH-PULL DRIVERS」が最大の特長。ふたつのドライバーは同時に互いに逆方向に動く仕
組みになっており、歪みが少なく、高い駆動力が得られる。そのほかCKR10では効率的に磁気を伝達する純鉄ヨークを採用することで、さらに解像度の高いサウンドを目指している。

体感せよ！

C E D ?
N
E
I
R
E
P
E X

LINEUP

ATH-CKR9

¥30,000（ 税抜）
投票

No.006

●型式：ダイナミック型（デュアル）●ドライバー口径：13mm×2 ●再生
周波数帯域：5〜35,000Hz ●インピーダンス:12Ω ●質量:約12g ●付
属品：イヤーチップ（XS/S/M/L）
、キャリングポーチ

上位モデルと同じく「DUAL PHASE PUSH-PULL DRIVERS」
を搭載。こちらは切削アルミニウム筐体を採用している。
PREMIUM HEADPHONE GUIDE

17

STYLE

04

STYLE

01

STYLE

06

STYLE

03
STYLE

05

STYLE

02

STYLE

07

Business

Party

Sports

Good Sound

Cute

Street

Casual

P.22

P.19

P.24

P.21
P.23
P.20

P.25

お気に入りの音楽と

夏を遊ぼう

外に出かけるのが楽しい季節がやってきました。
そんな楽しい時間には、音楽はマストアイテムです。
さらに、
デザインや音質にこだわったヘッドホンがあれば、気分をもっと上げてくれます。
さあ、お気に入りのヘッドホンをゲットして、
ステキな夏の思い出をつくりませんか？
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カジュアル

STYLE

01 Casual

毎日をカラフルに
染めろ！

Bose

FreeStyle
earbuds
¥ 1 3 , 0 0 0（ 税抜）

投票

No.007

ANOTHER CHOICE

AKG

JBL

K323 XS
¥OPEN

投票

SYNCHROS E30
No.008

¥OPEN

投票

No.011

この小ささ、世界クラス！

色づかいを遊べ！

世界最小級になる5.8mm 径のダイナミック
型ドライバーを採 用したカラフルイヤホン。
白と黒のみiOS 対応リモコンを搭載。

鮮やかな５色のビビッドカラーが特徴的なミ
ニヘッドホン。ライブの音を知り尽くしたJBL
のスピリットを感じさせてくれる。

問：ハーマンインターナショナル

問：ハーマンインターナショナル

AUDIO-TECHNICA

ATH-CKR3
¥3,500（税抜）

投票

DNA Pro
No.009

キラっと輝く新定番
オーディオテクニカの中核シリーズ「 CKM」シ
リーズの系譜を引き継ぐ
「 CKR」
。CKR3 はボ
ディがキラっと輝く新定番モデル。
問：オーディオテクニカ

¥OPEN

投票

No.012

印象的なピラミッド型
ピラミッド型のデザインで話題のオンイヤー
「 DNA」
。本機は、そのデザインを継承した新
しいアラウンドイヤー型だ。
問：完実電気

Sony

TDK Life on Record

MDR-EX450
¥5,900（税抜）

Monster

投票

ST260s
No.010

¥OPEN

投票

No.013
＞＞＞

FreeStyle earbuds

リスニングスタイルを
自分らしく

カジュアル・ゴージャス

どんなファションにも合う！

ゴージャス感もあるシックな筐体の材質はア
ルミニウム。外見のインパクトだけではなく、
実は軽さや音のよさにも影響している。

スタンダードなデザインに赤などの差し色が
眩しいミニヘッドホンだ。ソフトレザーをヘッ
ドバンドに使うなど装着感にもこだわる。

問：ソニー

問：イメーション

アバンギャルドな配 色が個 性的で、音
楽を聴く楽しみをファッショナブルにし
てくれるインナーイヤーだ。汗や水しぶ
きにも強い防滴性能、耐久性があり、さ
らに長時間の装着も快適なように工夫
されている。
問

ボーズ

PREMIUM HEADPHONE GUIDE
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ストリート

STYLE

Beats by Dr.Dre

02 Street
重低音ビートを
ズンズン響かせろ

Solo2
¥ OPEN

投票

No.014

ANOTHER CHOICE

PIONEER

AUDIO-TECHNICA

SE-CL751
¥OPEN

投票

ATH-AX5
No.015

ブルブル重低音に驚け！
「 BASS EXCITER」が発生した振動を、イヤ
ーチップにまで伝えて低音をより強く感じさ
せる。そんな新感覚の重低音が味わえる！
問：パイオニア

¥OPEN

投票

No.018

存在感はワールドクラス
オーディオテクニカが世界に向けて発信する
「 SONICFUEL」
。AX5 は重低音とアルミボデ
ィを纏う一段上のヘッドホンだ。
問：オーディオテクニカ

Sony

AUDIO-TECHNICA

MDR-XB50
¥4,700（税抜）

投票

ATH-AS600
No.016

¥OPEN

投票

No.019

グルーヴィーサウンドが響く

髪型は絶対に崩さない！

デザインの個性でもある筒型のベースブース
ターが、振動板の動作を最適化。グルーヴ感
溢れるサウンドに一役買っているのだ。

バンドを頭頂部でなく、首の裏に回す
「 バッ
クバンド・ヘッドホン」
。ドライバーを専用設
計するなど、ビートの効いた音を楽しめる。

問：ソニー

問：オーディオテクニカ

SOUL

JVC

MINI
¥OPEN

HA-XM30X
投票

No.017

¥OPEN

投票

No.020
＞＞＞

米国
逆輸入の
超個性
クールな新色を追加
SOULブランドで最もコンパクトにも関わら
ず、野太い低音を鳴らす
「 MINI」
。新色赤と青
の追加でますますファッショナブルに！
問：CAV ジャパン
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米 国 逆 輸 入でタフ
なラバーボディがク
ール な
「 XX シ リ ー
ズ」
。専用設 計のド
ライバーでズンズン
重低音を鳴らす！
問：JVC ケンウッド

Solo2

新デザインでリファイン！
ビーツの定番ミニヘッドホン
「 Solo HD」
が、ストリートシーンに新風を吹き込む
新デザインになって登場。また、音響特
性も刷新。より広い周波数帯域の再生
を獲得した。色展開も豊富。弱点が見つ
からない「 Solo2」、激売れ必至だ！
問

完実電気

かわいい

STYLE

03 Cute

ELECOM

かわいさ
120%アップ！

EHPCSG3520
¥ OPEN

投票

No.021

ANOTHER CHOICE

AUDIO-TECHNICA

ATH-CKL203
¥OPEN

投票

No.022

B&O PLAY

Form 2
¥10,800（税抜）

投票

No.025

女子心をくすぐるカラー

MoMAの永久コレクション

フェミニンカラーがキュートなイヤホン。小さ
めボディだからメカメカしい感じもない。12
色からお気に入りを見つけよう！

ニューヨーク近代美術館
（ MoMA ）に永久コ
レクションされた世界中で愛され続けるヘッ
ドホン。発売から時が経った今でも斬新！

問：オーディオテクニカ

問：完実電気

JVC

SMS Audio

HA-FX26
¥OPEN

投票

OnEar
No.023

¥19,000（税抜）

投票

No.026

差し色コーデのお供に

大人かわいいがつくれる

ボディからケーブルまでフルカラーリング。光
沢感もある刺激的なカラーが多いので、オシ
ャレの差し色コーデとして選んでみて。
問：JVC ケンウッド

EDM のビートでノリノリになれるオンイヤー。

URBANEARS
投票

問：モダニティ

TDK Life on Record

KRANSEN
¥6,077（税抜）

見た目はラグジュアリー感も纏い、少し背伸
びした大人かわいいがつくれる1 本。

ST100
No.024

¥OPEN

投票

No.027
＞＞＞

EHP-CSG3520

耳元も手元もかわいい！
女 子 向 けイヤ ホ ン の 先 駆 け
「 EAR
DROPS」のニューモデル。プラグのコネ

北欧らしいミニマムデザイン

ボーイッシュでいこう！

北欧ブランドのアーバンイヤーズ。装飾を減
らしたミニマムデザインがクール！ マットな
質感、絶妙なカラーリングも魅力だ。

装着感、軽量設計にこだわるユニセックスデ
ザイン。ピンクカラーもあるが、あえてブラッ
クでボーイッシュにキメても面白い。

問：ザウンドインダストリートウキョウ

問：イメーション

クター部にキラキラチャームを付け女
の子らしさをアップ。ヘッド部にはライ
ンストーンの 輝きをプラスした女子力
全開のイヤホンだ。
問

エレコム

PREMIUM HEADPHONE GUIDE
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いい音

STYLE

04 Good Sound
心に沁みる
いい音を聴け

Sennheiser

MOMENTUM
On-Ear
¥ OPEN

投票

No.028

ANOTHER CHOICE

ATOMIC FLOYD

PowerJax +Remote
¥14,095（税抜）

投票

No.029

Philips

Fidelio L2
¥OPEN

投票

No.032

メイド・
イン・
スチール

バランスの
よい音を
楽しめる

1300 ℃の高熱で精

フィリップスのサウ
ンドエンジニア
「ゴ
ールデンイヤー」が
音を監修。バランス
のよい 極 上の音色
を楽しめるセミオー
プン型。

問：フォーカルポイン
ト

問：フィリップス

錬したステンレスス
チールを採用。音響
空間を最 適 化した
堅牢なボディが、き
らめく音 の下 支え
になっている。

Sennheiser

CX 300-II
¥OPEN

投票

Marshall Headphones

MONITOR
No.030

¥33,143（税抜）

投票

No.033

これぞ
マーシャル
サウンド

色あせないド定番
ゼンハイザーの定番モデル「クラシックライ
ン」のイヤホン。お求めやすい価格ながらも、
迫力のある低音再生に定評がある。
問：ゼンハイザージャパン

ZERO AUDIO

ZH-BX500
¥OPEN

投票

No.031

スレンダーボディを
纏うロックテイスト
全開のマーシャルヘ
ッドホン。響く低音、
伸 びやかな中高音
がライブサウンドを
盛り上げる！
問：ザウンドインダス
トリートウキョウ

Shure

SRH1540
¥OPEN

投票

No.034
＞＞＞
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日本発！
コスパ最強！

シュアの
ハイエンド
を聴け！

バランスド・アーマ
チュア 型を採 用し
つ つ、お 求 め や す
い 価 格を実 現した
コスパ最強モデル。
アルミボディもクー
ル。ゼロがいい！

高 級 車にも採 用さ
れる革「 アルカンタ
ーラ」
をイヤーパッド
に採用するなど、技
術、素材すべてにこ
だわるシュアのトッ
プモデル。

問：協和ハーモネット

問：完実電気

PREMIUM HEADPHONE GUIDE

MOMENTUM On-Ear

音に一切の妥協はない
ドイツが誇るゼンハイザー渾身のプレ
ミアム・オンイヤー。素材にもこだわり、
所有 欲を満たしてくれる逸 品だ。音の
作り込みにも妥協がなくクリアなサウ
ンドを聴かせてくれる。写真のアイボリ
ーのほか、新色「サンバ」も登場！
問

ゼンハイザージャパン

スポーツ

STYLE

05 Sports

AUDIO-TECHNICA

ATHSPORT1

運動の汗を
鉄壁ガード！

¥ OPEN

投票

No.035

ANOTHER CHOICE

AUDIO-TECHNICA

ATH-SPORT2
¥OPEN

投票

No.036

PIONEER

SE-E751
¥5,905（税抜）

投票

No.039

快適装着とホールド感を両立

ガッチリ装着で迫力の重低音

イヤーチップのほかに、耳のくぼみに引っ掛
ける着脱式のイヤーサポートを付属。手軽に
装着できつつ、外れにくい構造だ。
問：オーディオテクニカ ※7 月25 日発売

使う人の耳の形状に合わせて可動するボー
ルジョイントを採 用し、鉄 壁の装 着 性を実
現。重低音も魅力だ。

Denon

SOL REPUBLIC

AH-W150
¥OPEN

投票

問：パイオニア

RELAYS
No.037

¥OPEN

投票

No.040

人気のワイヤレスに新色登場

普段使いにもスポーツにも

防滴、抗菌加工が施されたワイヤレスイヤホ
ン。専用アプリでランニングのログを残すこ
ともできる。新色オレンジも登場！

一般的なイヤホンと同じ付け方で外れにくく
する
「 FreeFlex」機構を採用。防滴仕様も備
え、普段使いにもスポーツ時にも使える。

問：ディーアンドエムホールディングス

問：完実電気

JBL

Sony

SYNCHROS REFLECT BT
¥OPEN

投票

No.038

MDR-AS700BT
¥OPEN

投票

No.041
＞＞＞

ATH-SPORT1

水洗いでいつも清潔に

夜間も安心の反射材ケーブル

ネックバンドで安定感抜群

スタビライザーのおかげで耳から外れにくい
ワイヤレスイヤホンだ。ケーブルには反射材
が施され、夜間のランニングも配慮。

オンイヤータイプだが、ネックバンドを採用す
ることで、抜群の安定感を獲得。防滴仕様、
Bluetooth、NFC など機能も満載だ。

問：ハーマンインターナショナル

問：ソニー

3D スイングイヤーハンガーのおかげで、
自然なホールド感を獲得。IPX5 に準拠
するため、水道やシャワーで 水洗いも
OK だ。ケーブル の 表 面には凹 凸があ
り、タッチノイズも低減。運動のことを
徹底的に考慮したイヤホンだ。
問

オーディオテクニカ

※7 月25 日発売

PREMIUM HEADPHONE GUIDE
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パーティー

STYLE

PIONEER

06 Party

SE-MX9
¥ OPEN

キラキラは
正義です

投票

No.042

ANOTHER CHOICE

AUDIO-TECHNICA

ATH-CKF77
¥OPEN

投票

No.043

Bose

SoundTrue on-ear
headphones
¥18,000（税抜）

投票

No.046

ゴージャス重低音

大胆にトレンドカラーを採用

キラキラ＆くびれのある グラマラス ボディ
の中には、低音を増幅する空気室が隠れて
いる。装着部が小型なのも女子に嬉しい。

ボーズサウンドを極上の装着感で味わえる
オンイヤーが、4 色展開で新登場。ミントなど
トレンドカラーが大胆に採用されている。

問：オーディオテクニカ

問：ボーズ

Philips

harman/kardon

Fidelio S2
¥OPEN

投票

No.044

SOHO
¥OPEN

投票

No.047

上質なデザイン＆カラー

素材感重視のユーロスタイル

従来の白と黒に加え、カッパーを差し色に配
したライトブルーが新登場。編み目のハウジ
ングと相まって上質感が増している。

本革やスチールなどの本物志向の素材が織
りなす洗 練されたユーロスタイルデザイン
が、使う人のエレガンスを引き立ててくれる。

問：フィリップス

問：ハーマンインターナショナル

MAXELL

Monster

MXH-CJ151
¥OPEN

投票

No.045

DIAMONDZ
¥OPEN

投票

No.048
＞＞＞

SE-MX9

究極のクラブサウンド！
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スワロフスキーで華やかさを！

究極のラグジュアリー！

スワロフスキーを大胆にあしらって華やかさ
をプラス。抗菌イヤーチップ、ピアスを配慮し
た構造など、女子に嬉しい仕様が満載！

クリスタルカットされたダイアモンドのような
輝きをまとうヘッドホン。現在は、ローズゴー
ルドとブラッククロームの2 色展開。

問：日立マクセル

問：完実電気

PREMIUM HEADPHONE GUIDE

クラブミュージックのグルーヴをダイナ
ミックに響かせるため、DJ ヘッドホンの
伝説的名機「 HDJ-2000」と同じ50mm
ドライバーを採用。カラーは3 色で、メタ
ルの質感が美しく、ラグジュアリーなル
ックスを備える。
問

パイオニア

ビジネス

STYLE

07 Business
通勤時間を
ストレスフリーに

Sony

MDR-10RBT
¥ OPEN

投票

No.049

ANOTHER CHOICE

AKG

Beats by Dr.Dre

K391NC
¥OPEN

投票

Studio Wireless
No.050

¥OPEN

投票

No.053

相乗効果で
実現する
遮音性能
耳 栓 のように使う
カナル 型 のイヤホ
ンと、アクティブの
ノイズキャンセリン
グ機 能を併用する
ことで、高い消音効
果を獲得した。

Studioデザインを無線に！
デザインを一新した
「 Studio」
のワイヤレスヘ
ッドホン。精悍なマットブラックなど、ビジネ
スシーンにマッチするカラーも登場！

問：ハーマンインター
ナショナル

問：完実電気

Bose

Creative

QuietComfort 20i
¥30,000（税抜）

投票

No.051

Aurvana Gold
¥OPEN

投票

No.054

ボーズの
静寂を極上の
装着感で

NCと
ワイヤレスを
両立

長きわたり研 究さ
れ続けるボーズのノ
イズキャンセリング
技 術。その 圧 倒 的
な 静 寂を 優しく装
着するインナーイヤ
ー型で実現！

Bluetoothやノイズ
キャンセリング
（NC）
など、便 利 機 能 を
多 数 盛り込むハイ
テクヘッドホン。大
人っぽ い デ ザイン
もグッド。

問：ボーズ

問：クリエイティブメ
ディア

ELECOM

Parrot

LBT-PHP500AV
¥OPEN

投票

No.052

Zik
¥39,500（税抜）

投票

No.055
＞＞＞

MDR-10RBT

高解像度サウンドを
ワイヤレスで
ソニーのハイレゾ対応ヘッドホン
「MDR10R」をベースにBluetooth 対応したア
ラウンドイヤー。aptX など高音 質コー

Bluetooth搭載ポタアン！

ほしい機能がすべてある

ポタアン級の出力を備えたオーディオレシー
バー。電 波 増 幅 用 のRF アンプ を 搭 載し、
Bluetoothの繋がりやすさも改善した逸品だ。

Bluetooth、NC、アプリ操作など、トレンド

機能をすべて搭載。デザインも著名デザイナ
ーが担当。完璧とはZik のためにある。

問：エレコム

問：モダニティ

デックにも対応。イヤーパッドに低反発
ウレタンを採用し、快適な装着感と高
い気密性を実現する。
問

ソニー

PREMIUM HEADPHONE GUIDE
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ELECOM

EHP-CA3580
¥OPEN

投票

No.056

SPEC ●型式：ダイナミック型 ●ドライバー口径：φ15.4mm ●再生周波数帯域：10 〜
22,000Hz ●インピーダンス：16 Ω ●ケーブルの長さ：1.2m ●質量：約12g
（ ケーブル
（ S/M/L）
、キャリングポーチ、ケーブル長アジャスター
含まず）●付属品：イヤーチップ

EHP-CA3580のプロフィール

思わず二度見するワイルドなルックス

イヤーチップは S 、M、Lの3 サイズから選べる。
使 用時や持ち運び 時にも便 利なケーブル 長
アジャスター、イヤホン収納用のキャリングポ
ーチまで付属する。

エレコムのヘッドホンラインアップでも特に、音質を重視したシリーズの
最 上 位 として 新 登 場 した の が「 EHP-CA3580」だ。重 低 音 再 生 技 術
「 GrandBass System」の最新版を搭載し、圧倒的な低音表現を獲得。そ
して思わず二度見してしまう骨格剥き出しのルックス。聞けば、ストリート
ファッションのエッセンスも盛り込みつつ、スピーカーユニットの背面をイメ
ージしてデザインされたという。エレコム史上最大インパクトのサウンドク
オリティとファッショナブルさがここに実現されている。
（ 高橋 敦）

エレコムの革新技術で実現！

ムネオドル
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EHP-CA3580の内部構造

高橋 敦がチェック

一度聴いたら癖になる。低音重視モデルの決定版
の中核は、イヤ
「GrandBass System」

ンバー（空気室）を設置。さらに不要振

にて対応したりと、そこの配慮も忘れて

ホンとしては最 大クラスである口 径

動を制御する高純度切削無垢アルミボ

はいない。

15.4mm のドライバーユニットだ。大き

ディを採用した。また、通常は振動板の

な振動板はより多くの空気を揺らすこと

裏側にのみ配置されるマグネットを表側

実 際に聴いてみると GrandBass
System の威力は明らかだ。他のどんな

ができるので、低音再生においては単純

にも配置する「前置きマグネット」によっ

イヤホンと比べて聴いても、誰もがこの

明快に有利だ。しかし、ただ大きなドラ

て振動板の動きを加速。これらの技術に

低 音には驚かされるだろう。 ベースが

イバーを動かすだけでは良質な低音は生

よって、大口径だけに頼らない総合的な

ボーカルと対を成すほどの存在感となる

まれない。ドライバーの動作を支える頑

低音再生能力の獲得を実現している。

強な土台とドライバーの振動を受けて響

のだ。そこまで振り切った低音だからこ

また筐体の大型化に伴う装着性の低

そハマったら癖になること請け合いだし、
他のモデルでは決して味わえない音だ。

く十分な量の空気。それによってキレと

下に対しては、装着角度を人体の構造に

深みのある低 音が実 現される。 そこで

合わせて最適化したり、挿入の深さを変

低音ファンに向けて、強烈な切り札がこ

「EHP-CA3580」
は、大型で大容量のチャ

更できる「デプスフィットイヤーピース」

こに誕生したのだ。（高橋 敦）

LINEUP
ELECOM

2つの空気層で迫力低音を！

EHP-CA3570

¥4,210（税抜）

投票

独自設計の2 つのチャンバー
（ 空気室）
を搭載し、深みのある低音を獲得した
GrandBass Systemシリーズのスタン
ダードモデル。本機にも、前置きマグネ
ットを搭載するなど、EHP-CA3580と
共通の技術が多数盛り込まれている。

No.057

SPEC ● 型 式：ダイナミック 型 ●ドライバー口 径：φ
13.6mm ●再生周波数帯域：10 〜 22,000Hz ●インピー
（ ケー
ダンス：16Ω ●ケーブルの長さ：1.2m ●質量：約6g
（ S/M/L）
、キャリング
ブル含まず）●付属品：イヤーチップ
ポーチ、ケーブル長アジャスター

重低音
お問い合わせ：エレコム総合インフォメーションセンター

タフでワイルド、ストリートで活躍する
デザインを纏いつつ、迫力の重低音も
楽しめる
「EHP-CA3580」。
テクノ、EDM、R&Bといったズシンと響
く重低音が多い音楽とも相性抜群の
イヤホンを紹介しよう
！

☎0570-084-465 http://www.elecom.co.jp/ 提供：エレコム株式会社
PREMIUM HEADPHONE GUIDE
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NEW

Bluetoothヘッドホン

Studio
Wireless
¥OPEN

投票

No.058

無敵のアイツがワイヤレスに！

NEW

re
D
.
r
D
ts by
a
e
B
進撃の

新たに生まれ変わった「 S t u d i o 」をベースに、
Bluetoothを搭載。USB経由で給電できる内蔵バッ
テリー、ノイズキャンセリング機能、ビーツ独自のDSP
などは継承。デザイン、機能、音質を高次元で融合
させた、スーパーなヘッ
ドホンの誕生だ！スーツに似合
う新色マッ
トブラックとタイタニウムもラインアップ。

感
在
存
な
！
い
的
な
倒
れ
圧
ら
め
止
も
誰
う
も
。
ドレー）
クター・
ド
・
イ
バ
、
・
て
（ビーツ
」に続い
Dre
だ！
「Tour
by Dr.
ン
ストバイ
ホ
ts
マ
a
ヤ
e
た
イ
B
ま
と
る
」
れ
け
io
こ
。
d
続
ァイン
「Stu
快進撃を 、
ッドホン
ンもリフ
の夏 ヘ
ヘッドホ
こ
ニ
ミ
に
と
ら
さ
ホン
othヘッド
Blueto

ミニヘッドホン

Solo2
¥OPEN

投票

No.059

よりラグジュアリーに進化！
美しく官能的な流線型ボディに生まれ変わったミニヘッ
ドホン。軽量設計で折りたたみも可能になっている。
さまざまな音楽にマッチするように、音のチューニング
も新たに見直されているという。これは必聴！カラーは
ファッショニスタも満足させる６色展開。

お問い合わせ：完実電気
☎03-3261-2071 beats.kanjitsu.com
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OnEar
2 つ の 個 性 が 融 合！

スターウォーズ

™

ストリートデザインと
「 Studio Mastered Sound 」
を哲学とした音質で注目を集める
「 SMS Audio 」。
そんなSMS Audioからこの夏、説明不要の大ヒット映画『スターウォーズ』
とのコラボモデルが登場した。
音質、質感に至る仕上げにまでこだわる本機の魅力を、オーディオ評論家の小原由夫氏が解説しよう
！

素材の質感も高く、
サウンドも密度高く好印象
様々なジャンルでボーダーレスな “ コラボ " が流行しているが、

ているのがキーポイント。ダース・ベイダー卿をモチーフにした銀

ヘッドホンの世界とて例外でない。とりわけ今回の「SMS Audio」

河帝国バージョンは、帝国のシンボルマークが採用されており、他

が打ち出したコンセプトは、いわば王道だ。人気キャラクターとのコ

に銀河帝国軍の機動歩兵ストーム・トルーパーのヘルメットを記し

ラボ、しかも SF 映画ファンなら泣く子も黙る、あの『スターウォー

たバージョン、反乱同盟軍のシンボルマークのバージョンがある。

ズ』である。何でも同ブランド CEO の「50 CENT」が、大のスター

渋いところでは、賞金稼ぎの「ボバ・フェット」バージョン。ハン・

ウォーズファンだったことから実現したとのこと。折しも 2015 年

ソロの永遠のライバルとして熱狂的なファンのいるキャラクターだ

暮れに最新作の「エピソード 7」
の公開が発表され、往年の人気キャ

けに、意外な人気が出るかもしれない。いずれのバージョンも本体

ラクター
（俳優陣）
も、老体に鞭打って
（?）
出演予定とか。そうした

と専用ポーチ、ケーブル、クリーニングクロス、ステッカー、ギャラ

絶好のタイミングでの、本「STREET by 50 OnEar STARWARS

ンティカード、ポスターが同梱される。

First Edition」シリーズ全 4 モデルの発表である。
本シリーズのベースとなったモデルは、密閉・ダイナミック型の
。40mm 口径のドライバーを搭載し、独
「STREET by 50 OnEar」

バンドが精悍なイメージで、カップの赤いシンボルマークは立体的

自開発のポリマー樹脂採用のヘッドバンドで軽量化と耐久性を両

に組み付けられている。肝心の音だが、レンジ感を欲張らず、中域か

立させているのが特徴だ。着脱式のリモコン＆マイク付きケーブル

ら低域にかけてパンチのある、充実した高密度サウンドだ。偏った

が付属する。ラグビーボールのような形状（サイズはもっと小さい）

帯域バランスは感じられず、ボーカルやソロ楽器がスッと自然に迫

のポーチが付属し、折り畳んでキャリングできる。
そうした特質を継承しながら、これらコラボモデルは、それぞれ
のキャラクターを象徴するエンブレムをイヤーカップ部にあしらっ
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実機の質感は非常に丁寧な仕上げで、チープな感じはまったくな
い。例えば銀河帝国バージョンは、マットブラック仕上げのヘッド
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り出してくる。ソフトレザーを用いたイヤーパッドにてパッシブ・ノ
イズキャセリング機構も図っているようだが、適度な側圧と共に、
過剰な遮音性でない点には好感を持った。（小原由夫）

SMS Audio STREET by 50

STARWARS First Edition
™

¥21,000（税抜）

投票

No.060

SMS Audio
CHECK

ファン必見の
豪華特典が付いてくる！

「リモコン＆マイク付きケーブル」や「ハードシェル・キャリングケース」
、
「ク
リーニングクロス」といったオリジナルモデルにも付属していたものを、
各キャラクターにあわせてアレンジされて同梱。さらに、各キャラ
クターの「 ポスター」、
「 ステッカー」
、
「 ギャランティカード」まで
付いてくる、ファン垂涎の内容だ。

オリジナルモデルはこちら！

LINEUP
カナル型イヤホン

SMS Audio STREET by 50

InEar

オンイヤー型ヘッドホン

SMS Audio STREET by 50

OnEar

¥ 19,000（税抜）

投票

No.061

40mm サイズのドライバーユニット、強
度と柔軟性を兼 備したポリマー樹脂を
採用したヘッドバンドなど、独自開発し
たパーツを各部にあしらった SMS Audio
の定 番モデル。限 定 色も含めて色 展 開
も一番豊富なヘッドホンだ。

¥ 9,500（税抜） 投 票 No.062

SMS Audioらしい個性は、イヤホンでも健在。イニシャルマ
ークの「 S 」を配したデザインが、耳元をエレガントに演出す
ること間違いなしだ。音のバランスもよく、ヒップホップ以外
の楽曲も心地よく楽しめる。

お問い合わせ：モダニティ株式会社

http://www.smsaudio.jp/
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クラブミュージックラヴァーを熱狂させる

パイオニア渾身のスペ

SUPERIOR CLUB

現在進行形のダンスミュージックを知り尽くし、
シーンの最前線を行く
「 ULTRA JAPAN」のクリエイティブディレクター、
小橋賢児さんとアーティストのDAISHI DANCE
（ダイシダンス）
さんがパイオニア渾身のプレミアムヘッドホン
「SUPERIOR CLUB SOUND
（スーペリア・クラブ・サウンド）」
を体感！その魅力に迫る。

U
IOR CLUB SO
R
E
P
U
S
ts
e
e
小 橋賢児さん m

ND

クリエイティブディレクター

小橋賢児 さん
1979 年生まれ、東京都出身。俳 優として芸能界に
デビュー、数 多くのドラマや映画、舞台に出演。現
在は映画監督やイベントプロデュースなど、俳優と
いう枠を超えマルチに活躍している。

INFORMATION

世界最大 級のダンスミュージックの祭典「 ULTRA 」が ついに日本へ 上陸！
毎年 3 月にマイアミで開催されて
いる音 楽＆ファッション の 祭 典
「 ULTRA」が、今年はじめて日本
に上 陸する。クラブミュージック
シーンを 代 表するトップ DJ が集
い、あのマドンナやパリス・ヒルト
ンらも自らVVIPチケットを購入し
て参加したことでも話題となった
世界的なフェスティバルで、盛り
上がりは必至！ パイオニアも大
きくブースを構える予定だ。
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ULT RA JAPAN
● 2014 年 9 月27 日
（ 土）
／ 28 日
（日）
● TOKYO ODAIBA ULTRA PARK

（お台場 ULTRA JAPAN 特設会場）

● 開場 9:00AM ／開演11:00AM

／終演 9:00PM
（予定）
● GA1日券 ¥11,000
（ 税込）
／

GA2 日券 ¥21,000（ 税込）

● VIP
（ 1日券 +VIP 特典）¥30,000
（ 税込）

シャルヘッドホン

SOUND

ダンスミュージックの祭典で公式ヘッドホンに！
̶̶ 小橋さんというと、俳優としてご活躍

上げたことで、みんなが SNS でそれを拡散

「SUPERIOR CLUB SOUND」のブースも

されているイメージが強かったのですが、

して、だれもが行ってみたいイベントに成

「ULTRA JAPAN」に登場するとうかがいま
した。こちらのヘッドホンについて、第一印

どういうキッカケで「ULTRA JAPAN」
のク

長していったんです。タオル巻いて T シャツ

リエイティブディレクターになられたので

で、という夏フェスのイメージとは違って、

象はいかがでしたか？

すか？

みんなオシャレも楽しみにしてきている。

小橋

ちょうど 7 年前、27 歳のときに俳優

VIP 専用のチケットもあって、セレブも一般

ガチャガチャしてなくて、スタイリッシュ

業をお休みして世界中を旅してまわってい

人と同じようにパーティーに参加できるん

でかっこいい。それでいて派手な装飾やロ

て、その最終ゴール地点がマイアミだった

です。それから都市型で、気軽に参加でき

ゴがみえないから、着けていたらどこの

小橋

まず、シンプルでおしゃれですよね。

んです。そこで「ULTRA」に出会いました。

ることも特長ですね。そしてもちろん音楽

ヘッドホン？ とか、声かけられちゃうん

それまでの自分は誕生日とかを祝っても

は最高。Hardwell や AFROJACK など、世

じゃないですかね。自分なら、見た目だけで

らう「おもてなしされる側」になることが多

界中のトップ DJ が、いまシーンを席巻して

いえば「SE-MX7」のマットブラックがいい

かったんですが、このパーティーに衝撃を

いる EDM
（エレクトロ・ダンス・ミュージッ

かな。少しいろいろ聴いてみてもいいです

受けて、逆に自分でイベントをオーガナイ

ク）
をプレイしてくれます。とくに EDM は

か？（しばらく試聴して）さすがにハイグ

ズする側になりたいと思って、企画する側

言語の問題なしに、国境を越えて楽しめる

レードモデル、ヘッドホン「SE-MX9」はバ

になったんです。その原体験となったパー

のも魅力です。ちなみに「ULTRA JAPAN」

ランスがよくて音の分離もいいですね。そ

ティーを日本に紹介できることになるなん

も本場マイアミのプロダクションが設営を

れから、このイヤホン「SE-CX8」はホント

て、運命的なものを感じますね。世界最高

おこなうので、ホンモノの世 界レベルの

にびっくりした（笑）、低音がズンズン響い

峰のものに触れて、価値観がガラっと変わ

パーティーになります。ディズニーランド

て振動が伝わってくる（笑）。まるでフロア

るような、衝撃的な体験をひとりでも多く

がはじめて日 本にきた、みたいな衝 撃が

にいるみたいですよね。

の皆さんに体 感していただけたら最 高で

きっとあると思いますよ（笑）。
̶̶ そんな世 界 最 高 峰の パ ー ティ ー

で実際に体感してもらえると、その魅力がよ

すね。
̶̶「ULTRA」
は、ほかのフェスティバルと

「ULTRA JAPAN」
を、パイオニアが全面的

はどう違うのでしょうか？

にサポートしているとうかがいました。

小橋

小橋

16 周 年を迎えた今では世 界 的な

フェスティバルとして定着しましたが、最

パイオニアは DJ の世界では本当に

圧倒的な存在で、使っていないアーティス

ヘッドホンやイヤホンも、イベントと同じ
くわかりますよね。そしてそれが素晴らしい
ものだったら、いちどホンモノを知ってし
まったら、もう戻れなくなってしまう。
̶̶ 世界の最先端のダンスミュージック、

初は 20 歳の学生がはじめたイベントで、観

トを探す方が困難ですよね。自分自身も

そのスタンダードを「ULTRA JAPAN」とパ

客を主人公に変えたところがいちばん革新

「CDJ-2000NXS」
などを愛用させてもらっ

イオニアのヘッドホンで楽しんでもらえる

的だったと思いますね。パーティーの「アフ
タームービー」を映画のようにクールに仕

ています。
̶̶ クラブサウンドの最高峰をめざした、

入場チ ケットを 1 ペア 2 名様 にプレゼント！
ULTR A JAPAN GA1日券（ 9 月 28日）

とうれしいですね。本日はありがとうござ
いました。

※ 20 歳未満入場不可、身分証明書 確認あり
読者アンケートにお答えいただいた方のなかから抽選で！

http://w w w.phileweb.com/enquete/hp12/
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ダイシダンス

DJ ／プロデューサー

ダイシダンスさん
札幌を拠点に活動するハウスDJ ／プロデューサー。
年間150 回以上のギグをこなす。カッティングエッジ
なDJ スタイルでダンスフロアに強烈なピークタイム
と一体感を創り出す。

NEW RELEASE

DAISHI DANCE「 EDM L AND」
ユニバーサル 発売中 ¥2,600（ 税込）
現在進行形のダンスミュージックが満
載のMIX CD。世界のクラブシーンのト
レンドを、時差なく楽しませてくれる決
定 盤。ちなみにジャケ 写はご自身 の
DJブースから撮った写真なんだとか。

SCHEDULE

ダイシダンスのDJプレイが楽しめる、
主な公演はこちら！
● 2014 / 8 / 2 ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2014

（茨城・ひたちなか）

● 2014 / 8 / 8 MTV ZUSHI FES 14
（ 神奈川・逗子）
● 2014 / 8 / 9 the L.O.N.G. set ／ ageHa
（ 東京・新木場）
● 2014/8/29 RAVE VISION ／ VISION
（東京・渋谷）
● 2014 / 8 / 30 OTODAMA BEACH PARTY 2014
（ 千葉・幕張）

毎日使うものだからこそこだわりたい
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̶̶ DJ から見たパイオニアというブラン

DD プレーヤーやミキサーなど、関連機器

DD 北海道の札幌には良質なサウンドシス

ドの印象を教えていただけますか？

はすべてパイオニアです。ヘッドホンも DJ

テムの CLUB があって、自分の中でよい音

ダイシダンス（ DD）世界中の CLUB や大

用フラグシップの「HDJ-2000」のほか、新

の基準ができたのと、大きなイベントも定

型 FES で圧倒的なシェアを集めていますか

製品
「SE-MX9」
、それから DJ 用インナーイ

期的にあったので PA さんと、会場の音響設

ら、名 実ともにクラブシーンを支えるレ

ヤー「DJE-2000」
を使わせてもらっていま

備のチューニングを一緒に手作りでやって

ファレンスですね。直感的な操作感、音質

す。ageHa や FES など大きい会場でステー

いた経験が凄く大きいと思います。低音が

や耐 久 性に対しても絶 大な信 頼がありま

ジを動き回るときは、装着したり外したり

ぼやけていたら、
「ちょっと 100Hz あたりを

す。
「CDJ-50」が発売された初期の頃から

がしやすいヘッドホンを、それ以外の小さ

持ち上げてみようか」とか、具体的な周波

アナログと兼 用していました。 とにかく

い会 場には軽 快なインナーイヤーを、シ

数も頭に入っていて、そういう作業をずっ

CDJ は革命的でした。DJ の先をいって、音

チュエーションに合わせて使い分けていま

と担当していたので耳がだいぶ鍛えられま

楽シーンの未来を決定づけたアイテムで、

DJ のライフスタイルまで完全に変えてしま

す。
̶̶ 音楽業界の関係者からは、ダイシダン

した。
̶̶ クラブミュージックの「絶対音感」を

うほどの影響力があります。
̶̶ いま実際にお使いのアイテムはありま

スさんのステージは音がいいということで

そのとき身に付けられたわけですね（笑）。

有名ですが、音響機器に対して特別なこだ

DD そう、この頃に「いい音」の基準が自分

すか？

わりがあるのでしょうか？

のなかにできましたね。
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̶̶ ヘッドホンの音質についても相当こだ

̶̶ 製品づくりにも少し関わられたとうか

わりがある？

がいましたが、今回はどのように？

してくれます。ローは適度な柔軟性があっ

DD はい、とてもありますね。クラブサウン

DD 製品の初期段階で意見を求められて、

て、アタックがはっきりしているんですが、

ドでは、アタックやキックがしっかりと明

開発陣のみなさんとお話させていただきま

聴き疲れしない絶妙なサウンドです。MX7

瞭で、同 時にセパレーションのいい音が

した。クラブサウンドの最高峰というコン

は低音調整ダイヤル付きで。ユーザーが DJ

ぴったりあう。自分の場合は 100Hz あたり

セプトを聞いて、かなり楽しみにしていま

的に遊べるのがいい。イヤホンの 2 モデルは

と 4kHz あたりの表現がいちばん気になり

した。そのとき主張したのは、先ほど申し上

まず震える低音に驚かされましたが（笑）、

ます。いわゆるクラブ系のヘッドホンでも、

げた音質の部分と、デザイン面で「ロゴはな

じっくり聴きこんでみると「SE-CX9」がよ

ミッドハイがきつすぎたり、低音が不自然

い方がいい」
ということでした。
̶̶ たしかに最終製品もロゴが控えめで、

り力強さと広がりがある印象ですね。

に強調されすぎていたり、本当に推薦でき

だわって音づくりした部分をしっかり再現

り解像感が増す方向、
「SE-CX8」はそれよ

るアイテムは、実はそんなに多くはないん

スタイリッシュですよね。

̶̶ どれがおすすめですか？

です。パイオニアでいうと「HDJ-2000」
は

DD その方が絶対にいいですよ。メタルやラ

DD これは難しい質問ですね。どれも総じて

ずっと気に入って使っています。

バーの質 感が大 人 っぽくてオシャレなの

レベルが高く、安定しています。この平均

̶̶ それでは今回の新製品「 SUPERIOR

に、ブランドの主張が強すぎないから、逆に

値の高さがパイオニアならではだと思いま

CLUB SOUND」について、感想をお聞かせ
ください。第一印象はいかがでしたか？

みんな気になるんじゃないかな。 実 際に

す。あとは予算と好みで、選んでほしいです

「SE-MX9」
を着けてプレイしていたら、
「そ

ね。ヘッドホンは毎日使うものだから、いい

DD パッケージからしてセンスがいいし素

のヘッドホンどこのですか？」と問い合わ

ものを選んでもいいんじやないかと思うん

材の質感もいい。赤と黒の D-Shape コー

です。ヘッドライナーのトップ DJ がこぞっ

ド、これが最高。発表会があった週末のイ

せもありました。
̶̶ 実際にお聴きいただいた感想をおうか

ベントでさっそく使わせてもらってそれか

がいできますか？

パイオニアのアイテムは間違いないですし、

ら毎週現場で稼働しています。軽くてビ

DD ヘッドホンの「SE-MX9」と「SE-MX7」

なにより CLUB や FES の世界シェア基準の

ジュアルもよくて音 質も完 璧なので気に

は見た目よりずっと装着感が軽快。MX9 は

音質ですからね！

入ってます！

表現に余裕があって分離もいい。自分がこ

て使っているクオリティが保証されている

PIONEER SUPERIOR CLUB SOUND

密閉 型ヘッドホン

SE-MX9

密 閉型ヘッドホン

¥ OPEN
投票

No.063

バランスド・アーマチュア型イヤホン＋ BASS EXCITER

SE- CX9

¥ OPEN
投票

No.065

SE-MX7

¥ OPEN
投票

No.064

ダイナミック型イヤホン＋ BASS EXCITER

SE- CX8

¥ OPEN
投票

No.066
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ファッショニスタから話題沸騰！

ソル・リパブリック

どんなときも自分らしいスタイルで、
そして
「いい音」
で音楽を楽しんでほしい。
そんな熱い想いから誕生したヘッドホンが、アメリカを席巻している。
ファッショニスタも大注目のニューカマー、
「 SOL REPUBLIC 」
を見逃すな！

イヤホン

RELAYS
¥OPEN

投票

No.067

FreeFlex 技術によって抜群のフィット感を
実現。普段使いはもちろん、スポーツにも
ぴったり！ カラーはおしゃれな4 色展開。

音楽ファンに迷わずオススメ！
数々のトップ DJ やアーティストに支持され、全米を席巻する
「SOL REPUBLIC
（ソル・リパブリック）」。昨年末に日本にも上陸。
以来、その勢いは止まることを知らない。
彼らが誇るベストセラーといえば、
「TRACKS シリーズ」だ。ヘッ
ドバンドもケーブルも着脱可能という、世界初の機構を採用したオ
ンイヤーヘッドホンである。FlexTech 技術により、ヘッドバンドは
思い切りひねっても壊れない、堅牢設計になっているのも特長だ。
耐久性があって、各パーツは好みのカラーにカスタマイズできる。こ
れなら長く愛着を持って使えそうだ。音づくりは「力強いベースと
クリアなボーカル再現を重視している（創業者ケヴィン・リー氏）」
という。たしかに「TRACKS HD」などは、凡百のファッションヘッ
ドホンとはひと味違った、切れ味のよいサウンドが楽しめる。さらに
ヘッドホン

TRACKS
HD
¥OPEN

投票

最新イヤホン「RELAYS」も注目だ。欧州のデザイン賞「Red Dot
award 2014」を獲得。FreeFlex 技術によって抜群のフィット感を
実現しており、この夏の話題作となっている。
ファッションにも音質にも自分らしさを求めたい。そんな音楽
ファンに迷わずオススメしたいスペシャルなブランドだ。（編集部）

No.068

ヘッドバンドとケーブルが着脱可能
で、デザインを好みにあわせてカス
タマイズできるオンイヤータイプ。

交換用ヘッドバンド

SOUND
TRACK
¥OPEN

投票

No.069

TRACKSシリーズすべてに対応
する交換用ヘッドバンド。高度な
複合ポリマーで形成されており、
ひねってまげても壊れにくい！

SOL REPUBLICとは？
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アメリカ生まれの急成長株。ロゴマークはイコライザーの波形をイメージした
デザインで
「 SOL」
と描かれている。SOL は
「 SOUNDTRACK OF LIFE」
の略。
www.facebook.com/SOLREPUBLIC.jp

お問い合わせ：完実電気 ☎ 03-3261-2071 http://sol.kanjitsu.com/

MXH-C100
¥OPEN

投票

No.070

快適フィットにこだわった設計！
ダイレクトに響くサウンドにも注目
耳の奥まで無理なく収まるようにデザインされたハウジン
グを採用し、フィット感にこだわったイヤホン「 +FIT」。鼓膜
に近い位置で音を出すロングポートにより、ダイレクトに
音が届き、臨場感あるサウンドを楽しめる。選べる全11 色。

MXH-ATH100R
¥OPEN

投票

No.071

ATHLETA コラボモデルで
クールにキメよう！
ブラジルのフットボールブランド ATHLETA
（ アスレタ） とコラボし
た、巻き取りリール式イヤホン。リールの中央に大胆にあしらわれた
ATHLETA ロゴは、ストリートでも注目を集めるはず。カラーはブラ
ックとホワイトの2 色。

オシャレに着こなせる
マクセルの注目イヤホン
豊富なカラーバリエーション、
オシャレなデザイン、快適なフィット感。
いま、
マクセルの低価格イヤホンはよりどりみどり。
ファッションやスタイルに合わせてイヤホンを選ぼう。

MA
XEL
マク
L
セル
こだ
の
わり
イヤ
ホ
続々
登場 ン、
！

MXH-CJ151
¥OPEN

投票

No.073

キラキラ輝くスワロフスキーが
耳もとをゴージャスに演出

HP-NZ16
¥OPEN

投票

ヘッド部に大粒のスワロフスキーがキラリと輝く大人かわ
いいイヤホン。柔らかな曲線フォルムのハウジングはまるで
スウィーツみたい！ ピンクを中心としたカラーもキュート。
イヤーチップは女性にうれしい抗菌仕様。

No.072

新形状のノズルポートを採用！
圧迫感のない快適な装着感
カナルタイプのイヤホンが 耳に合わない方におすすめ！
耳の穴に挿し込まない新形状のノズルポートを採 用し、
圧 迫感のない 快 適な装着感を実現している。IPX2 等 級
の防滴仕様で、スポーツのお供にも最適。メタリックカラ
ー 4 色をラインアップ。

お問い合わせ:日立マクセル株式会社 http://www.maxell.co.jp/
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LOOP

MINI

心
も
て
く
さ
小
案
提
新
からの

SOUL

家
オ評 論
オーディ
審 査員
会専 任
GP 分 科

V

高橋 敦

氏

は継承しつつも、いままでとはちょっとちがう雰囲気が打ち出され
ている。その意外性と実力を評価される形で、オーディオ・ビジュア

小型＆軽量化しても
ブレない音のクオリティ

38

ルの総合アワード「VGP2014 SUMMER」では企画賞を受賞した。
特に「LOOP」のルックスはかなりポップで意外性抜群。コンパク
トでまんまるなハウジングや、キルティング加工されたヘッドバン
ド、異なる素材を組み合わせた絶妙な質感など、ほかにはあまり見
かけたことがない、面白い個性だ。もうひとつのポイントは音漏れ

アメ車のようなゴージャスなデザインと重低音再生のインパクト

の少なさ。イヤーパッドは耳に載せるオンイヤー型でパッドも薄め

が印象的なブランド、SOUL。しかし「PERFORMANCE」
シリーズ

なのに、試してみると周囲への音漏れはかなり小さい。ハウジングが

のヘッドホン「LOOP」とイヤホン「MINI」では、重低音という特徴

細かく動いて耳にフィットしてくれるからだろう。電車通勤の方で

PREMIUM HEADPHONE GUIDE

SOUL

LOOP
¥OPEN

投票

No.074

コンパクトボディと重低音を両立！
折りたたみ機構を備えた軽量コンパクトなオンイヤータイプ。SOUL といえ
ば野太い重低音が特徴だったが、こちらは深みのある豊かな重低音を実現
した意欲作。重低音の素直な伸びのおかげか、中高音は埋もれることなく
明瞭で、どんな音楽ジャンルもバランスよく再生してくれる。イヤーカップ
は小ぶりなのにも関わらず、頭の位置に合わせて位置を微調整でき、フィッ
ト感は上々。カラーはブラックとホワイトの 2 色。

K
CHEC

とにかく軽い！とにかく小さい！
従来のヘッドホンと一線を画する軽さが魅力。
ヘッドバンドの内側のキルティング素材はクッシ
ョン性が高く、長時間着けていても側圧に悩ま
されることなく、快適に音楽に浸れるのがうれ
しい。ケーブルはマイクリモコン付き。

く
響
に
毎
ウンドを
効いたサ
ッ
の
ヘ
ト
の
ー
のビ
メリカ
E D Mなど ―。それなら、ア がおすす
や
ク
ッ
I」
ロ
い―
「M I N
ラウドな
と
楽しみた
L O O P 」 ある重低音を繰
アルに
「
ュ
の
」
ジ
L
カ
の
日
SOU
かで深み る。
ランド「
ィから豊
迫
デ
ドホンブ
が
ボ
氏
な
敦
ト
、高橋
に
コンパク
ル
め。
デ
モ
個性派
り出す超

New
Color

SOUL

MINI
¥OPEN

も安心して使えそうだ。
そして音質にもうれしい驚きがある。売りは
「豊かな低音」
なのだ
が、その「豊かさ」
の質が高い。重くて分厚いだけの鈍重な低音では
ない。豊かなのは低音の弾力や太さ、腰の強さだ。おかげでベース
の動きが明確に届いてきてリズムも弾む。中高域は明るい音で音場
全体もぱっと明るくて見通しがよい。音楽のすべてを広く見渡せて
感じられる、バランスのよいチューニングだ。
この夏、新たにブルーとレッドのカラーが追加された「MINI」は

SOUL としては最もコンパクトな筐体、しかもエルゴノミクスデザ
インを採用。それによって装着感と遮音性を高めている。こちらは

ン。耳穴へのフィット感を高めたエルゴ
ノミクスデザインとも相まって、女性の
耳にもぴったりとフィットしやすい。ケー
ブルにはマイクリモコンを搭載。ブルー
とレッドは、ケーブル左右でカラーリン
グを変えているの

と来る迫力を満喫したい方におすすめだ。

チップはXS、S、M、

お問い合わせ:CAV ジャパン ☎ 03-5850-6817
提供 :CAV ジャパン株式会社

http://www.cav-japan.co.jp/

New
Color

SOUL のなかでも最小サイズのイヤホ

もオシャレ。イヤー

シリーズは見逃せない。（高橋 敦）
オリティ。「PERFORMANCE」

No.075

女性にもぴったりな
小型ボディが魅力

LOOP よりもわかりやすく重低音をプッシュしており、そのドスン
あの SOUL からの意外な提案。でもサウンドはやっぱり SOUL ク

投票

L の 4 サイズを同
梱。
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バランスド・アーマチュア＋ダイナミック

MAXELL

MXH-DBA900

¥OPEN

投票

No.076

SPEC ●型式:ハイブリッ
ド型（バランスド・アーマチュア型＋
ダイナミック型）●ドライバ口径:8mm（ダイナミック型）●再
生周波数帯域:10〜25,000Hz ●インピーダンス:16Ω ●コ
ードの長さ:約1.2m（Y型）●質量:約14g ●付属品:抗菌イ
ヤーピース（SS/S/M/L）
、コードキーパー

バランスド・アーマチュア＋ダイナミック

MXH-DBA700
¥OPEN

投票

ダイナミック×2

MXH-DD600
¥OPEN

No.077

SPEC ●型式:ハイブリッ
ド型（バランスド・
アーマチュア型＋ダイナミック型）●ドライ
バ口径:8mm（ダイナミック型）●再生周
波数帯域:20〜20,000Hz ●インピーダ
ンス:16Ω ●コードの長さ:約1.2m（Y型）
●質量:約17g（コード含む）●付属品:
抗菌イヤーピース（SS/S/M/L）

投票

No.078

SPEC ●型式:デュアル・ダイナミック型
●ドライバ口径:8mm、6mm ●再生周
波数帯域:20〜20,000Hz ●インピーダ
ンス:8Ω ●コードの長さ:約1.2m（Y型）
●質量:約16g（コード含む）●付属品:
抗菌イヤーピース（SS/S/M/L）

独自の技術に一貫してこだわるイノベーター

“m”シリーズの
進化はとまらない！

長い 音 の歴史を持つブランド、
マクセルの快進撃が始まった。
新たなマーク m を携え、
イノベーティブなイヤホンを続々とリリースしているのだ。
そこで m シリーズに込められた想いを探るべく、
商品開発のキーマンを直撃した。

原音再生への情熱が生んだ m シリーズ

「 2012年にパッシブ・ラジエーターを搭載したイヤホン『 MXH-

1966年に日本初のカセッ
トテープを発売するなど、常に音と真摯

パッシブ・ラジエーターを搭載するという試み自体、チャレンジングな

DR200』と『MXH-DR300』を開発したことがきっかけです。当時、

に向き合ってきたブランド、マクセル。そんな彼らがいまオーディオ市

ことでしたが、そこからマクセル独自の高音質技術を生み出していこ

場を賑わせている。2012年に誕生した m シリーズだ。「マクセ

うという機運が生まれました」
（落合氏）
。

ル独自技術により、新たな音楽体験を提供する」がコンセプトで、

落合氏は m シリーズに共通する音づくりのポリシーを「色づけ

「 MXH-DBA900 」、
「 MXH-DBA700 」、
「 MXH-DD600 」、

のない原音に忠実なサウンド」と説く。「ヘッドホンで音を再生する

「MXH-RF500」の4製品がラインアップされている。 m シリーズ
が開発された背景を、ヘッドホン設計に携わる落合氏に訊いた。
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以上、色がついてしまう。そうした色をできるだけなくし、音楽そのも
のの音を忠実に伝えることをめざしています」。

MXH-DBA900の独自技術に迫る！
高解像度の中高域を得意とするバ
ランスド・アーマチュア型ドライバを
ポート近くにストレートに配置。 繊
細な高音をダイレクトに耳へ届ける
構造とした。一方、中低域に強い
ダイナミック型ドライバは後方斜め
に設置することで、直進性の強い
高域を適度に減衰させ、高域を担
うバランスド・アーマチュア型ドライ
バとの干渉を防いでいる。
ふたつのドライバが奏でるサウンド
の自然なつながりに徹底的にこだ
わり、原音に近いフラッ
トな特性に
チューニングされている。

m シリーズとは？
録音メディア開発メーカーとして、原音の再現力にこだわり、音楽の歴史ととも
に歩み続けてきたマクセル。その 原音の再現力に対するこだわり をより一層
高めていこうと開発されたのが m シリーズだ。
シンボルマークの m は、
「maxell」
および「music」の頭文字であり、このマークを冠した製品には、高い音質と
豊かな表現力を実現する独自の音響技術が投入されている。ちなみに、マーク
の縦の3本のラインは「過去、現在、未来の人」を、左右に伸びる線は「サ
ウンド」を示し、過去から新時代に 音 でつながるコミュニケーションというマク
セルのオーディオカテゴリー製品にかける強い想いが込められている。

使用時のクリアランスゾーンです。

ピンク色の部分にはデザインや文字は
デュアルチャンバー

入らないようにしてください。

MXH-RF500
¥OPEN

投票

左がボディすべてにABS樹脂を採用した
「MXH-DBA900」初期の試作機。この
試作機を経て、高剛性アルミニウム合金と
ABS樹脂をハイブリッドで採用することに踏
み切ったという。

No.079

SPEC ●型式:ダイナミック型 ●ドライバ
口径:10mm ●再生周波数帯域:20〜
22,000Hz ●インピーダンス:16Ω ●コー
ドの長さ:約0.3m ●質量:約8g（コード含
む）●付属品:抗菌イヤーピース（S/M/
L）
、延長コード（約0.9m/約0.3m）

日立マクセル株式会社
コンシューマ＆
ソリューション事業本部
事業企画部 開発課 技師

落合 誠氏

ソフトウェアシステム、電子デバ
イスの開発に携わり、2005年よ
り現職。ヘッドホン等の音響製
品の開発を担当。長距離通勤
を生かして音楽ライフを満喫中。

ネットワーク

「MXH-DBA900」の内部を分解したとこ
ろ。バランスド・アーマチュア型ドライバが
バランスド・アーマ
ポートに対してストレートに配置されていること
チュア・ドライバ
がわかる。

帯域を担わせるか。そして、異なるドライバ間の再生帯域をつなぐ
部分でいかに自然な違和感のない聴こえ方にするか。落合氏はユ
ニットの配置やクロスオーバー周波数を工夫することで、こうした難
題をクリアした。中高域を担うバランスド・アーマチュア・ドライバを
音の出口となるポートに対してストレートに配置。ダイナミック・ドライ
バは後方斜めに配置することで高域成分を抑え、ふたつのドライバ
間のつなぎ目をなじませることに成功している。ユニットの配置や傾
き、重なりが少しでも変わると音質が変わることから、シミュレーショ
ンや試聴を数えきれないほど繰り返したそうだ。気が遠くなるようなチ
ャレンジだ。

このような確固たるスタンスのもとで生み出されたのが、 m シリ

もうひとつ興味深いのはボディもハイブリッド構造としたこと。高剛

ーズの第1弾として誕生した「MXH-DBA700」である。ホーンを

性アルミニウム合金とABS樹脂のふたつの素材をハイブリッドで採

イメージしたアルミボディに、高域用のバランスド・アーマチュア・ド
ライバと中低域用のダイナミック・ドライバをハイブリッドで搭載した、
挑戦的なアイテムだ。
「ホーン型のデザインで斬新さを出したかったため、その分、ユニット

用することで、不要共振を抑えているという。
「ユニッ
トの配置を工夫したことで、
ドライバ間がつながる中音域はふ
くよかで厚みのある音になったのではないでしょうか。『 M X H DBA900 』は最も自信を持って送り出した製品ですが、私たちの

の配置に苦労しましたね。再生周波数帯域の波形がたとえ理想に

挑戦はまだ始まったばかり。 m シリーズ自体、
『独自技術を採用し

近くても、実際に音を聴くとイメージしていた音とは違うということはざ

たオーディオ製品』という命題がある以上、積極的に新しい技術の

らでした。初のハイブリッド型だったからこそ苦労しましたが、その経

開発に取り組んでいきたいです」
（落合氏）
。

験がいまに活かされていると思います」と落合氏。

さらに今後の展開として、ハイレゾ対応モデルの開発も考えてい

このように挑戦的な製品開発を続けてきたマクセルのノウハウが

るそうだ。「豊かな情報量をいかに正確に伝えられるか。それがハイ

凝縮されたのが、 m シリーズのフラグシップにあたる「 MXH-

レゾ対応のヘッドホンだと私たちは考えています。そのために、新し

DBA900」だ。バランスド・アーマチュア・ドライバとダイナミック・

い素材やドライバユニッ
トの開発にトライしていきたい」。

ドライバのハイブリッド構成は「 MXH-DBA700 」と同様だが、

これまでもこれからも、革新的なテクノロジーに果敢に挑戦するマ

「MXH-DBA900」の開発ではドライバ間のつながりを最重要視し、

クセル。この次にはどんな魅力的な製品が姿を現すのか楽しみだ。

ドライバの設計から着手したのだ。それぞれのドライバにどの周波数
お問い合わせ:日立マクセル株式会社お客様ご相談センター ☎03-5213-3525

http://www.maxell.co.jp/

提供：日立マクセル株式会社
PREMIUM HEADPHONE GUIDE
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WR780
¥OPEN

投票

No.080

SPEC ●型式：密閉型 ●Bluetooth仕様：Bluetooth
Ver.2.1+EDR ●対応プロファイル：HSP/HFP（ハン
ズフリー通話、A2DP（音楽）、AVRCP（リモコン） ●
音楽再生時間：最大8時間 ●ドライバー口径：40mm
●再生周波数帯域：20〜20,000Hz ●インピーダン
ス：32Ω ●質量：540g ●付属品：リモコン付きケーブ
ル、USBケーブル
（充電用）

アクティブに使おう！

TDK 渾身のワイヤレス

Life on Record

ワイヤレスのシーンを牽引する
「TDK Life on Record」からタフに使える
Bluetoothヘッドホンが登場！この夏イチオシモデルを見逃すな！

DETAIL

解像感が高く爽快なサウンド
「TDK Life on Record」
は、デジタル AV の総合アワード
「VGP2014

SUMMER」において、Bluetooth スピーカー「TREK Micro A12」
が金賞のみならず、特別賞の「アウトドア大賞」にも輝くなど、優れ
た提案性と実力で大躍進を続ける人気のブランドだ。そんなワイヤ
レスに強いブランドから、期待の Bluetooth ヘッドホン「WR780」
が登場した。これまで、音質にこだわった無線伝送技術
「Kleer」
を
採用するワイヤレスヘッドホン「TH-WR700」を発売しているが、
WR780 はスマホと相性抜群の Bluetooth Ver.2.1 ＋ EDR を採用。
NFC によるワンタッチペアリングや、ハンズフリー通話もできる先
進の機能性も搭載する。さらに、最大 8 時間もの長時間使用ができ

操 作 部は 左 耳 の 裏側にまとめて
配 置 。操 作 ボタン も 3 つ と 簡 略
化 され、手 探りで 操 作しても 誤
動 作してしまう心 配 がない のは
嬉しい。

デザインのインパ クトにもなって
いる肉 厚のイヤーパッド。側 圧の
強さを上手に緩和し、適度な密閉
感と装着感を兼備するのに役立っ
ている。

るが、バッテリー切れしてもケーブルを繋げれば使い続けられるな
ど、スマホ時代のアクティブな利用シーンに最適化されているのも
ポイントだ。また、同様のデザインでワイヤードモデルの「ST560s」
もラインアップ。用途や予算に応じて選べるのも嬉しい。

LINE
UP

音質は全体的にクリアで解像感が高く、爽やかに楽しめる良質な
もの。大型のイヤーパッドにより、密閉感を高める優れた装着性を
獲得。アウトドア環境でも、ゆとりのある心地良い低音が楽しめる。
いきものがかりの『あしたの空』は、冒頭のドラムスが軽快。ボーカ
ルが明瞭に前に出てくるヌケのよさ、広がりも魅力で、子音の甘さ
も可憐だ。アウトドアでフットワークのよさが光るハイコストパ
フォーマンス機の誕生だ。
（鴻池賢三）
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スマホ対応ワイヤードヘッドホン

ST560s
¥OPEN

投票

No.081

お問い合わせ：イメーション ☎0120-81-0544 http://www.tdk-media.jp 提供：イメーション株式会社

デュアルBAドライバー搭載イヤホン

CARBO DOPPIO
ZH-BX700-CD
¥OPEN

投票

No.082

カーボン×真鍮×アル
ミのハイブリッ
ドボディ

シングルBAドライバー搭載イヤホン

CARBO SINGOLO
ZH-BX510-CS

¥OPEN 投 票 No.083
カーボン×真鍮×アルミのハイブリッ
ドボディ

感性を刺激するジャパニーズブランド

“カーボン”が生み出す
圧倒的な感動体験

価格以上の価値を感じさせるイヤホンで、
耳の肥えたリスナーから絶大な支持を集める
ジャパニーズブランド、
ZERO AUDIO
（ゼロオーディオ）
。
いま話題のプレミアムパーツ
「カーボン」
を駆使したイヤホン、
「CARBOシリーズ」の魅力に評論家の鴻池賢三氏が迫る。
文／鴻池賢三

高解像度でありながら躍動感も備える
音質はもちろん、デザインや素材にも徹底的にこだわり、ヘッドホ
ン界に新風を巻き起こした日本発のZERO AUDIO（ゼロオーディ
オ）
。このブランドの神髄を体現するのが、カーボン素材を用いたイ
ヤホン、
「CARBOシリーズ」だ。特筆したいのはBAドライバー2基
を搭載した「CARBO DOPPIO」だ。中高域のヌケがよく軽やか

8.5mmダイナミックドライバー搭載イヤホン

CARBO BASSO
ZH-DX210-CB

投 票 No.084 カーボン×アルミの複合強化ボディ
¥OPEN 投票No.000

で爽快。ブラス系の粒立ちと輝きにオーディオの醍醐味を感じる。
ボーカルは晴れやかで、どこまでも伸びるエネルギッシュなサウンドが
実に気持ちよい。レンジの広さとそれによる躍動感も本機の持ち味
だ。カーボン、アルミ、真鍮など、素材へのこだわりはもちろん、適
材適所のつかいこなしで、何倍もの相乗効果を引き出している。よ
りコンパクトさを重 視するなら、B Aドライバー1基の「 C A R B O
SINGOLO」も面白い。高域の輝きは上位機と同じ印象で、高解
像度のハイレゾサウンドも存分に楽しめた。大口径ダイナミック・ド
ライバーを搭載する「CARBO BASSO」は鼓膜をグイグイと押す
低域の量感が魅力。
「CARBO TENORE」はスピード感が爽快で、
引き締まった低音に加え、高域まで均整のとれたバランスの美を奏

5.78mmダイナミックドライバー搭載イヤホン

CARBO TENORE
ZH-DX200-CT
¥OPEN

投票

No.085

カーボン×アルミの複合強化ボディ

でる。いずれ劣らぬ、価格以上の価値を感じさせてくれる逸品だ。
お問い合わせ：協和ハーモネット ☎050-3537-3210 http://www.zeroaudio.jp
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感性を刺激する
アバンギャルドな
デザイン

インナーイヤー型ヘッドホン

ファッションで選ぼう

IE2 / MIE2 /
MIE2i
¥13,000（税抜／MIE2、MIE2i）
¥9,400（税抜／IE2）

インナーイヤー型ヘッドホン

FreeStyle™
earbuds

投票

No.086

スポーツイヤホン

SIE2 / SIE2i

No.087

sport headphones
¥12,000

「StayHear
チップ」を
初採用した
ド定番！

¥13,000（税抜）
投票

インナーイヤー型

（税抜／SIE2、グリーンカラーのみ）

¥15,000（税抜／SIE2i）
投票

音 楽 は自 分 を 表 現 するひと
つ。そんな音楽を聴くシーンを
彩るイヤホンが「FreeStyle™
earbuds」だ。耳 元 から個 性
を発揮できるイヤホンはこれ
だけだ！

オンイヤー型
ヘッドホン

SoundTrue™

汗もOK！
耐久性も高い
スポーツ型

on-ear headphones
¥18,000（税抜）
トレンドカラーを
投票

No.089

No.088

取り入れた
個性派
オンイヤー

ボーズサウンドを
ワイヤレスの
解放感で

スタイルで選ぶ

Bose
ボーズ

ヘッドホン大全
世界初に挑戦し続けるボーズ社。
そんな革新のブランドから登場する
ヘッドホンを一挙に紹介しよう
！

オーバーヘッド型
で個性を主張しよう！
アラウンドイヤー型ヘッドホン

SoundTrue™

around-ear headphones
¥18,000（税抜） 投 票 No.090

長時間使用でも
疲れない
NCオンイヤー

トレンドカラーも取り入れたオーバー
ヘッド型シリーズ。デザインはもちろ
ん、心理音響学に基づく音響チ
ューニングが施されるなど、音
質も一級品だ。

Bluetooth
ヘッドホン

AE2w

Bluetooth®
headphones
¥25,000（税抜）
投票

No.091

極上の静けさと
装着感を
兼ね備えた
逸品

ノイズキャンセリング

Quiet ®
Comfort 3
¥35,000（税抜）
投票

No.092

Bluetoothヘッドセット

片耳
ヘッドセットで、
急な着信も
逃さない！

Bluetooth
headset

®

Series 2
¥15,000（税抜）
ファッションと
一緒に選ぶ
アラウンドイヤー

投票

ノイズキャンセリング
先駆けの
DNAが
息づく
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投票

QuietComfort 20
®

¥30,000（税抜）

投票

No.095

イヤホンという小型ボディで、ノイズキ
ャンセリング
（ NC）を実現した革新的
なアイテム。ボタン１つで、アナウンス
など周囲の 音を聞こえるようにする
「 Aware モード」まで搭載する。

性能の高さが決め手！

Quiet ®
Comfort 15
¥30,000（税抜）

ノイズキャンセリング

No.094

お問い合わせ：ボーズ

ＮＣ＆ワイヤレス

☎ 0570-080-021 http://www.bose.co.jp

提供：ボーズ株式会社

こんなアイテムを待っていた！

夏場にも最適な
ヘッドホンカバー
これからの暑い季節、大好きなヘッドホンを街に連れ出したいけど、
汗まみれになって汚れてしまいそう…。
そんなお悩みを抱えた皆さんにオススメのヘッドホンカバーが登場！
おしゃれアイテムとしても要注目です！

CHECK

ストレッチが 効く
ため、様々な形状
のヘッドホンにピッ
タリとフィットする。

スーパーストレッチ・ヘッドホンカバー

mimimamo
¥2,160（税抜）

投票

No.096

SPEC ●生地：指定外繊維（テンセル）89％、ポリウレタン11% ●ゴム：ナ
イロン89％、ポリウレタン11% ●サイズ：直径70mm×2個（Mの場合）●カ
ラー：ブラック、パープル、ブルー、グレイ、ピンク

ヘッドホンに0.5mmのシアワセを！
汗やムレ、雑 菌から耳を守 ってくれる、ありそうでなかった
「ヘッドホンカバー」。それがフィフティスクエアの「mimimamo」

POINT
幅広いヘッドホンに装着できる！
ゴムがついており伸
縮 性があるため、幅
広いヘッドホンに適
合できる。目安とし
て円 形イヤーパッド
の 場 合、直 径 6.5 ～
9cm のものならば、
問題なく取り付けで
きるだろう。

だ。ストレッチが効くので、幅広いヘッドホンのイヤーパッドに装
着できる。しかし、ただのカバーと思うなかれ。ユーカリを原材料
とするプレミアム素材「テンセル」を採用。吸湿・速乾性にとても
優れているのだ。表面には「 SEK 認証」を取得した抗菌・防臭加
工が施されており、汗や脂で汚れたら水洗いすることもできる。さ
らに音響に影響が少ないように、厚さはわずか 0.5mm に。ヘッド
ホンのためだけに専用設計された、超機能的なアイテムだ。ちな
みにカラーは 5 色展開。黒いヘッドホンにブラックを組み合わせ
て、純粋なカバーとして楽しむのもよし。違う色同士を組み合わ
せて、ファッショナブルに遊ぶのも自由だ。長年使いこんでボロ
ボロになったお気に入りのヘッドホンのイヤーパッドをカバーす
るのにも最適だろう。
実際に使用してみると、まず、肌触りの柔らかさに驚かされる。
これなら長時間のリスニングにも快適だ。音響測定結果や誕生ま
でのヒストリーなど、ホームページにコンテンツが続々アップされ

おしゃれな着こなしも！
ヘッドホンとカバー
の 色の 組み合わせ
を、ユーザーが 好み
で 選 べ る の が 楽し
い。写 真 の とお り、
ホワイトの ヘッドホ
ンにピンクやブルー
を組み合わせるのも
よく映える。

ていく予定だというから、そちらもぜひアクセスしてみてほしい。

提供／フィフティスクエア株式会社 http://www.mimimamo.com/
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Deff Sound

DDA-A20RC
¥OPEN

投票

No.097

SPEC ●最大出力：10mW+10mW (16Ω/1kHz) ●周
波数特性：15Hz～25,000Hz ●外形寸法：約45.6W×
13.3H×45.6Dmm（クリップ含む）●質量：約24g

D e si gn E

美しいデザインと驚きの高音質

v o l u t i on F

才色兼備なポータブル
ヘッドホンアンプ

気鋭のジャパニーズブランド、
Deff Soundから腕時計ほどのサイズで
驚きの高音質を実現する、
ポータブルヘッドホンアンプが誕生した。
スマホやPCとのデジタル接続、
ハイレゾ音源再生に対応する実力派だ！

96kHz/24bitハイレゾ音源も再生できる
直径わずか4.5cm程のコンパクトなボディに、先進のテクノロジ
ーを詰め込んだポータブルヘッドホンアンプだ。マイクロUSBでスマ
ホやPCと接続、音源をデジタルのまま取り出して再生する、DAC
内蔵タイプ。96kHz/24bitのハイレゾ音源の再生にも対応する。
ジャパニーズブランドらしい、精巧な設計、機能美あふれるデザイ
ンにも注目したい。腕時計と同じ鍛造、削り出し加工で丁寧に仕上
げられた上質なアルミボディを纏い、中央のスイッチにはスピン加工

or t h e F u t

1

ure

DETAIL

マイクロUSB端子を搭
載。スマホやPCと接続
できる。 筆記具から着
想を得たというステンレ
スクリップのデザインもお
しゃれ！

2

縦横にとらわれず自在に
使いこなせる円形タイプ。
写真のとおり胸ポケッ
トに
つけたり、カバンの縁につ
けたり、自由な発想で気
軽に持ち運んで使える。

が施されている。持ち運びしやすいように背面にはステンレスクリッ
プが配置されている。電源まわりを含め、回路設計を合理的かつシ
ンプルにつくりこむことで、小型化と同時にノイズの影響を受けにくく
音質を高める工夫も盛り込んでいる。
ソニー「MDR-Z1000」との組み合わせで、スマホに保存された
宇多田ヒカルのハイレゾ音源（96kHz/24bit、FLAC）を、デジタ
ル接続で試聴する。情報量がぐっと増し、まるでベールが一枚はが
れたように、サウンド全体が澄み渡る。しかも特定の音域を強調する
というよりも、全帯域にわたり高音質になるイメージだ。コンパクトなワ
ンボディで、これだけの音質向上効果を実感できるヘッドホンアンプ
はほかにない。この夏、大注目してほしいアイテムだ。
（編集部）

お問い合わせ：ディーフサポートセンター ☎06-4963-2797 http://www.deff.co.jp
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とは？
Deff（ディーフ）という会社名は「Design Evolution For the
Future」の頭文字からきたもの。独創性の高いアイデアで、新
しいライフスタイルを創造したいという想いが込められている。そ
んな同社のオーディオブランドが「Deff Sound」だ。商品企画
やデザインはすべて社内でおこなっており、機能美にあふれたも
のづくりが特長。 音響メーカーでの経験を持つスタッフを抱え、
著名な音楽プロデューサーをアドバイザーに迎えるなど、音質に
も妥協のない気鋭のジャパニーズブランドだ。

コスパ抜群！ 実力派イヤホン＆ヘッドホン

AKG

AUDIO-TECHNICA

K323 XS

ATH-IM70

¥OPEN［ ダイナミック型 ］

投票

No.098

¥OPEN［ ダイナミック型 ］

投票

No.099

SPEC ● 型 式 : ダイナミック 型 ●ドライバー口 径 :5.8mm ● 再生 周 波 数 帯 域 :20 〜
20,000Hz ●インピーダンス:16 Ω ●ケーブルの長さ:1m ●質量:1g（ ケーブル含まず）●
（ XS/S/M/L ）、キャリングポーチ
付属品: イヤーチップ

SPEC ● 型 式 : ダイナミック 型 ●ドライバー 口 径 :8.8mm ● 再 生 周 波 数 帯 域 :5 〜
26,000Hz ●インピーダンス:10 Ω ●ケーブルの長さ:1.2m ●質量: 約 3g（ ケーブル含ま
（ S/M/L ）、低反発フォームチップ
（ M）、キャリングポーチ
ず）●付属品: イヤーチップ

超軽量ボディでもAKGサウンド

きびきびした低域が魅力のイヤモニ

世界最小クラスの 5.8mm 径のダイナミック・ドライバーを搭載

メインとサブ、二つのダイナミック型による新発想「デュアル・シ

したイヤホン。本体重量約1gの軽量小型ボディのため、装着してい

ンフォニックドライバー」
を搭載する。帯域を分割して担うのではな

るのを忘れてしまうほど快適な着け心地を実現している。そして、も

く、同調させることで、よりレスポンスのよい低域再生を狙ってい

うひとつの特長は“音”。本機はダイナミック・ドライバー搭載だが、

る。また、ボディはアルミと硬質樹脂の 2 種類の素材を組み合わせ、

バランスド・アーマチュア型を彷彿とさせる、耳にダイレクトに届く

余計な振動を低減させているところも特徴的だ。ボディは一見、大

ような直進性のあるサウンドをもたらす。宇多田ヒカルの『First

ぶりに感じるが、内側をラウンドさせ、耳掛け部のワイヤーもフレキ

Love』
を試聴すると、高域を伸ばすだけでなく、ボーカルの帯域をキ

シブルでしなやか。加えて通常のシリコンイヤーチップのほか、

レよく、微細音まで明瞭に鳴らす。一方で、低域までゴリッとした質

Comply フォームイヤーチップも付属しており、装着感に全く不安

感があり、ロックの楽曲のベースラインを締まりよく聴かせる。グ

はない。EDM を聴いてみると、そのきびきびとした低域に驚かされ

リーン、イエロー、レッド、ブルー、ブラック、ホワイトと全 6 色のカ

た。パワフルだが、ボーカルを邪魔することはない。ジャズボーカル

ラーバリエーションも魅力。ファッション性を両立させる、ハイコス

は伸びがあり、ピアノやベースなどほかのパートともうまく調和して
いる。ピアノの中低域は厚みとスピード感が両立している。これが

トパフォーマンスなモデルだ。
（折原一也）

デュアル・シンフォニックドライバーの威力なのだろう。
（中林直樹）
左 ／モデル 着用のホワ
イト と ブ ラ ック に は、
iPhone などの操作がで
きる3 ボタンリモコンマ
イクを搭載。右／ケーブ
ルと色をそろえたイヤー
チップ4 サイズとキャリ
ングポーチを付属。

問

ハーマンインターナショナル akg.harman-japan.co.jp

左 ／鮮やかな赤のハウ
ジングが個性的。ケーブ
ルは耳 掛け装着型の着
脱 式を採 用。右 ／巾 着
タイプのポーチ、シリコ
ン製のイヤーチップのほ
か、遮 音 性 に 優 れ た
Complyフォームチップ
も同梱。
問

オーディオテクニカ

audio-technica.co.jp
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Denon

ELECOM

AH-C120M
¥OPEN［ ダイナミック型 ］

投票

EHP-CS3580
No.100

¥OPEN［ ダイナミック型 ］

No.101

SPEC ● 型 式 : ダイナミック 型 ●ドライバー口 径 :11.5mm ● 再 生 周 波 数 帯 域 :5 〜
24,000Hz ●インピーダンス:32 Ω ●ケーブルの長さ:1.3m ●質量:5.2g（ ケーブル含ま
（ S/M/L ）、低反発フォームチップ
（ M）、キャリングケース
ず）●付属品: イヤーチップ

SPEC ● 型 式 : ダイナミック型 ●ドライバー口 径 :15.4mm ● 再生 周 波 数 帯 域 :10 〜
22,000Hz ●インピーダンス:16 Ω ●ケーブルの長さ:1.2m ●質量:15g（ケーブル含まず）
●付属品: イヤーチップ
（ S/M/L ）、ケーブルキーパー、キャリングポーチ

デノン独自技術を小型軽量ボディに凝縮

淀みなく力強さにあふれた低域を実現

耳にすんなりと収まるボディには、削り出しのアルミと ABS 樹脂を

シリーズの第
低音のクオリティを追求した「GrandBass system」

組み合わせた「アルミニウム・ハイブリッド・ハウジング」
を採用。そ

二弾。エレコムの高音質再生へのチャレンジが、また一歩進んだと

の内部にマウントされているのは 11. 5mm 口径のダイナミック・ドラ

いってよいだろう。ドライバーはダイナミック型で 15.4㎜口径とかな

イバーだ。マグネットには磁束密度の高いネオジウムを用いている。さ

り大型だ。その背面にはチャンバーを設け、低域を自然な形で増強す

らに空気圧を整えて、効率よくドライバーを駆動させる「アコース

る。さらにイヤーチップの硬度を内側と外側で変え、またチップの位

ティックオプティマイザー」
も搭載。加えて、
「ラジアルカスケードダン

置も2段階で調整可能な
「デプスフィットイヤーキャップ」
を採用。こ

パー」
で、ケーブルのタッチノイズがハウジングに伝わるのを低減。こ

れによって密閉感が高まるため、低域が余すことなく耳に届けられる。

んな注目すべきフィーチャーが小型軽量ボディに凝縮されている。
ロックを聴いてみる。そこに現れたのは晴れやかな空間だ。ボーカ

ボディには切削無垢のアルミパーツが採用され、これは不要振動の排
除、つまり低域の程よい引き締めを狙ったものだろう。
そのサウンドはやはり低域にフォーカスが当たっている。しかし、

ルがすっきりとしており、ベースやドラムスも不必要に盛り上がること
がない。耳の中に音楽がスムーズに入ってくる。これは傾きがつけら

それが淀まないのが好ましい。ジャズピアノの低域は力強さにあふれ

れたノズル部によるものだろう。ボサノバのボーカルやギターも清々し

ている。しかも、高域には煌めきもある。EDM ではベースがタイトで

い。サックスは伸びがよく、中高域には輝きもある。
（中林直樹）

溌剌とした印象。ゆえに音楽全体にグルーヴが生まれた。
（中林直樹）

左／耳穴にフィットしや
すいエルゴノミクス・デ
ザインを採 用。
「 ダイヤ
カット」されたアルミの
ハウジングが 高 級 感あ
る佇まい。右／ 3 サイズ
のイヤーチップに加え、
Complyフォームチップ
も付属。
問
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投票

ディーアンドエムホールディングス

PREMIUM HEADPHONE GUIDE

http://www.denon.jp/

左／ツートーンカラーが
インパクト大。TPE 素材
を採用したフラットケー
ブルは、からみにくいの
が 魅 力。右 ／ 耳 に合 わ
せてフィット感を調整で
きる
「デプスフィットイヤ
ーキャップ」を3 サイズ同
梱。
問

エレコム http://www.elecom.co.jp/

◀抽選で豪華商品が当たるプレゼントアンケートはこちら!

コスパ抜群！ 実力派イヤホン＆ヘッドホン

Klipsch

Sennheiser

Reference R6i CX 300-Ⅱ
¥OPEN［ ダイナミック型 ］

投票

No.102

¥OPEN［ ダイナミック型 ］

投票

No.103

SPEC ● 型 式 : ダイナミック 型 ●ドライバー口 径 :6.5mm ● 再生 周 波 数 帯 域 :10 〜
19,000Hz ●インピーダンス:18 Ω ●ケーブルの長さ: 約1.2m ●質量:15.2g ●付属品: イ
ヤーチップ
（ XS/S/M/L ）、クリップ、キャリングケース

SPEC ● 型 式 : ダイナミック 型 ●ドライバー口 径 : 非 公 開 ● 再 生 周 波 数 帯 域 :19 〜
21,000Hz ●インピーダンス:16 Ω ●ケーブルの長さ:1.2m ●質量: 約10g ●付属品: イ
ヤーチップ
（ S/M/L ）、キャリングケース

エネルギーが漲り、全帯域でスピーディー

迫力と空気感を両立する上質な低域

クリプシュを代表するスピーカーシステム「Reference」のサ

本機はゼンハイザーのイヤホン製品ラインアップにおいて「ク

ウンドをイヤホンで再現すべく誕生したのが「Reference」シ

ラシック」に分類され、同ブランドの伝統を感じさせる佇まいが魅

リーズである。そのラインアップに新たに「R6i」が加わった。同

力。コンパクトでシンプルなボディにダイナミック・ドライバー

社独自のダイナミック・ドライバーである「デュアルマグネット・

を収め、見た目にも技術面でも、長い歴史の中で磨かれた洗練度

ムービングコイルマイクロスピーカー」を採用。楕円形のイヤー

が感じられる。奇をてらわない確立されたスタイルは、現代にお

チップ「Oval Ear Tips」
により、ストレスのない装着性と遮音性

ける個性とも受け取れる。音質は、小柄なボディからは予想だに

を両立している。

しない、厚みのあるウォームなサウンド。極太ノズルからリッチ

ダイナミック型ならではの高音から低音までスムーズで一体感

な低音が蕩々と湧き出てくるかのようだ。低域はインパクトの強

のある爽やかなレンジ表現に好印象を受ける。鮮度感とエネル

い迫力と柔らかに包み込む空気感を両立する多彩で上質なもの。

ギーが漲り、全帯域でレスポンスが高くスピード感がある。上位

バスドラムがグイグイ迫ってきつつ、それでいてまろやか。低域

機種「Image」シリーズのふくよかでニュアンス豊かな音質に比

をベースに均整の取れたピラミッドバランスでゴージャスな音を

べ、こちらはソリッドな辛口サウンド。どちらかというとロック、

奏でる。伸びのある高域の清冽さも特筆に値し、ボーカルも若く

J-POP ファンに推奨できる。（大橋伸太郎）

はつらつして好印象。（鴻池賢三）
左／ケーブルはマイクリ
モコン付き。絡みにくい
フラットタイプを採 用。
スライダーで左右の長さ
を調節でき、取り回しし
や す い。右 ／ 独 自の 楕
円形イヤーチップ「 Oval
Ear Tips」を4 サイズ付
属する。

問

フロンティアファクトリー

http://www.klipsch.jp/

左／ラグジュアリーなカ
ラー、ハウジングに配さ
れたロゴが 所有 欲をく
すぐる。ボディは軽量コ
ンパクトで、すっぽりと
耳に収まる。右／ 3 サイ
ズ の イヤーチップ の ほ
か、バネ式のキャリング
ケースを付属。
問

ゼンハイザージャパン http://www.sennheiser.co.jp/
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Shure

Sony

SE112
¥OPEN［ ダイナミック型 ］

MDR-EX650
投票

No.104

¥9,500（税抜）［ ダイナミック型 ］

No.105

SPEC ● 型 式 : ダイナミック 型 ●ドライバー口 径 : 非 公 開 ● 再生 周 波 数 帯 域 :25 〜
17,000Hz ●インピーダンス:16 Ω ●ケーブルの長さ: 約1.27m ●質量: 非公開 ●付属品
: イヤーチップ（ S/M/L ）、キャリングポーチ

SPEC ● 型 式 : ダイナミック 型 ●ドライバ ー 口 径 :12mm ● 再 生 周 波 数 帯 域 :5 〜
28,000Hz ●インピーダンス:16 Ω ●ケーブルの長さ: 約1.2m ●質量: 約 9g（ ケーブル含
（ XS/S/M/L ）、ケーブル長アジャスター、キャリ
まず）●付属品: ハイブリッドイヤーチップ

シュアサウンドを身近にした革新モデル

真鍮ボディから輪郭のクリアな音を再現

ングポーチ

シュアの魅力を手頃な価格で体験できるダイナミック・ドライバー

最近試聴したイヤホンの中で、最も驚かされたモデルのひとつだ。

採用のスタンダードモデル。上位モデルに比べてケーブルを交換でき

音質とデザインの両面で、である。最大の特徴はハウジングとノズル

ないことや、付属するイヤーチップはシリコンタイプのみなど、仕様

（音導管）
に真鍮を採用したことだ。真鍮は英語でブラス、そう金管楽

面での割り切りが見られるが、その分、音質にこだわったと考えてよい

器にも使われる素材だ。不要な響きが少なく、ブリリアントな音づく

だろう。装着した第一印象は遮音性の高さ。周囲の騒音がスパッと

りに貢献する。剛性も高く、ノズルはその特性を活かし、内径を従来

断ち切られたかのように静寂が訪れる。厚みのある
「ソフト・フレック

比約 15% 広く確保することに成功。音の通りがよりスムーズになっ

ス・イヤパッド」
と、遮音性と装着感を高めた筐体によるものだろう。

た。さらに低域の応答速度を高める発想、
「ビートレスポンスコント

音質は、同価格帯のイヤホンにありがちな、付帯音による音色の変化

ロール」
も備えている。そして、真鍮のテクスチャーを存分に打ち出し

が感じられず、原音をストレートに再現。長時間聴いても疲れない上

た印象的なルックス。派手になり過ぎない、上品な光沢を放っている。

質なサウンドだ。低域にはパンチ力があり、さらに高域に遅れないの

まず、EDM を聴いたが、本機の魅力がすぐに感じ取れた。輪郭が引

で、ボーカルも楽器の音色も厚みを伴って実にリアル。全帯域で感度

き締まり、音楽全体の眺めが非常によいのだ。ベースやドラムスの立

がよく、音の立ち上がりを俊敏に捉える能力で、ハイレゾ音源のよさ

ち上がりも速い。ロックでは中高域が伸びやかで耳に心地よい。まる

もきちんと表現できる。驚愕のコスパだ。
（鴻池賢三）

で BA 型ドライバーのような繊細さや透明感もある。
（中林直樹）

左／ケーブルを耳の上に
回して装着する
「 シュア
掛け」にも対応。ケーブ
ルは細 身で 取り回しし
や す い。右 ／周 囲 の 騒
音を37dB ブロックする
「ソフト・フレックス・イ
ヤパッド」を3 サイズ 同
梱。
問
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完実電気

http://kanjitsu.com/shure
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左／イヤーチップ部分に
角度をつけた「 アングル
ドイヤーピース方 式」に
より、耳 奥まで 装 着 で
き、フィット感は上々。右
／イヤーチップ、ケーブル
長アジャスターに加え、
キャリン グポーチ が 付
属。
問

ソニー sony.jp

◀抽選で豪華商品が当たるプレゼントアンケートはこちら!

コスパ抜群！ 実力派イヤホン＆ヘッドホン

SOUL

TDK Life on Record

MINI

¥OPEN［ ダイナミック型 ］

CLEF-Premium
Pre-tuned

投票

No.106

SPEC ●型式 : ダイナミック型 ●ドライバー口径 : 非公開 ●再生周波数帯域 : 非公開 ●
インピーダンス: 非公開 ●ケーブルの長さ:1.2m ●質量 : 非公開 ●付属品 : イヤーチップ
（ XS/S/M/L ）、キャリングポーチ

SOULテイスト全開の迫力サウンド

¥OPEN［ ダイナミック型 ］

投票

No.107

TH-PVEC600WH（左）/TH-PMEC600BK（右）

SPEC［ TH-PVEC600WH］
［ TH-PMEC600BK］●型式 : ダイナミック型 ●ドライバー
口径 :6.0mm ●再生周波数帯域 :18 〜 22,000Hz ●インピーダンス:16 Ω ●ケーブルの
（ S/M/L ）、キャリングポーチ
長さ:1.2m ●質量: 非公開 ●付属品: イヤーチップ

セラミック纏う2つのチューニング・モデル

上級モデルで人気を博しているディープな重低音を、コンパクト

「CLEF-Premium Pre-tuned」は、中域再生のキャラクター

な筐体でも実現するべく作り上げられたのが、
「PERFORMANCE」

を強めた「Vocal tune（TH-PVEC600WH）」と、低 域 重 視の

シリーズのカナル型イヤホン「MINI」
だ。

チューニングを施した「Megabass tune（TH-PMEC600BK）」

実際、重低音モデルとは思えないくらい小柄なボディサイズは、

との 2 モデルで展開する。剛性に優れ共振を防ぐセラミック・ボ

耳の中にすっぽりと収まってくれるため、快適なフィット感を提供

ディを採用し、6mm 口径の小型ドライバーを、鼓膜に近づけて配

してくれる。これくらいのサイズであれば、女性であってもそれほど

置するフロントマウントドライバー構造により、中低域の減衰を

耳から飛び出ないため、大きな不満は出ないはず。また、からみにく

抑えている。
「Vocal tune」で男性ボーカルを試聴する。バックバ

く耐久性も高いフラットデザインのケーブルはマイクリモコン付きだ。

ンドの演奏よりもボーカルを明瞭に聴き取れるため、J-POP のよ

さて、肝心のサウンドはというと、まさに“SOUL”テイストあふれ

うなボーカル重視の楽曲には間違いなくマッチする。重低音重視

るキャラクター。ボリューム感あふれる低域と、鋭く伸びやかな高域

の「Megabass tune」では音傾向もドラスティックに変えてお

によって、グルーヴ感の高い演奏を楽しませてくれる。EDM やクラ

り、クラブミュージックにマッチする音圧志向の重低音チューニ

ブミュージック系メインの人にオススメしたい、迫力全開のサウン

ング。よく聴く音楽に合わせて選べるラインアップがうれしい。
（折原一也）

ドだ。
（野村ケンジ）
左／エルゴノミクスデザ
インを採用し、装着感は
快適そのもの。カラーは
モデル 着 用のブル ーに
加え、レッド、ブラックを
ラインアップ。右／ XS 、
S 、M 、L の 4 サイズのイ
ヤーチップを同梱。

問

CAVジャパン http://www.cav-japan.co.jp/

左 ／ 酸 化 アルミニウム
を焼 成したセラミック・
ボディが 美しい 光 沢を
放っている。モデルが着
用しているのは「 TH-PV
EC600WH」。右 ／ 3 サ
イズのイヤーチップ 2 組
のほか、キャリングポー
チを同梱。
問

イメーション http://www.tdk-media.jp/
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ADL

AUDIO-TECHNICA

EH008

ATH-CKR7

￥19,800（税抜）［ ダイナミック型 ］

投票

No.108

¥15,000（税抜）［ ダイナミック型 ］

投票

No.109

SPEC ●型式 : ダイナミック型 ●ドライバー口径 :8mm（ 中低 域 用）/5.8mm（ 高域 用）
●再生周波数帯域 :20 〜 20,000Hz ●インピーダンス:19 Ω ●ケーブルの長さ:1.3m ●
（ XS/S/M）、キャリングケース
質量: 約15g ●付属品: イヤーチップ

SPEC ● 型 式 : ダイナミック 型 ●ドライバ ー 口 径 :14mm ● 再 生 周 波 数 帯 域 :5 〜
28,000Hz ●インピーダンス:16 Ω ●ケーブルの長さ:1.2m ●質量: 約10g（ ケーブル含ま
（ XS/S/M/L ）、キャリングポーチ
ず）●付属品: イヤーチップ

フルテック初のイヤホンは独自技術が満載

高揚感をもたらす煌びやかな高域

高品位なオーディオ用ケーブルなどを手がけるフルテックの

切削ステンレスとアルミによるハイブリッド素材のハウジング

「ADL」
ブランドから初のイヤホンが登場した。中低域用に 8mm

に、専用設計の 14mm 大口径ダイナミック・ドライバーを搭載。

と高域用に 5.8mm のデュアル・ダイナミック・ドライバー構成

異なる二つの素材を組み合わせることは、音質そのものの向上と

を採用したモデル。ハウジングのインナー素材は制振効果の高い

不要な振動を抑える効果をもたらす。高域と低域の特性を高める

特殊 ABS 樹脂。加えてアウター素材は ADL ／フルテックがさま

ため、2 つのアコースティックレジスターを採用。さらにステンレ

ざまな製品で活用しているリアルカーボンファイバーとすること

スハウジングと一体成形としたスタビライザーが、音全体の歪み

で、優れた音響特性を得ると同時に精悍な印象も高めている。

を抑制しながらクリアで高解像な音を再現する。

音の面でまず印象的なのは高音のきれいさ。シンバルや女性

中高域のスピード感や切れ味が抜群。ボーカルは抜けのよさと

ボーカルに鈴鳴りのような美しさがある。各楽器の配置も同じく

爽やかさが印象に残る。ロックは突き抜けるようなエレキギター

整然としており、それぞれの曲の世界、いわゆる音場空間を立体

の煌びやかな高域がリスニングの高揚感をもたらしてくれる。そ

的に表現する力も備える。中低音側は極端な太さや厚みは主張せ

れでいて演奏から一歩離れて全体を見渡しながら音楽に浸れるの

ず収まりのよいボリューム感で、全体のバランスにも優れる。隙

は、類い稀な S/N のよさと解像感の高さゆえだろう。（山本 敦）

のない仕上がりを見せるモデルだ。（高橋 敦）
左／ハウジングの周りに
つ いた ストッパ ーに よ
り、密 閉 性や 装 着 感を
高めている。右／イヤー
チ ップ は XS 、S 、M の 3
サ イズ を 同 梱。ADL の
ロゴ「α」をモチーフにし
たキャリングケースも付
属。
問

52

フルテック

http://www.furutech.com/

PREMIUM HEADPHONE GUIDE

左 ／切 削 ステンレスと
アルミニウムを合わせた
メタルボディの 美しさ、
重 量 感が 所有 欲をくす
ぐる。右／シリコン製の
イヤーチップが4 サイズ
のほか、バネ式のキャリ
ングポーチを付属。

問

オーディオテクニカ

◀抽選で豪華商品が当たるプレゼントアンケートはこちら!

audio-technica.co.jp

コスパ抜群！ 実力派イヤホン＆ヘッドホン

ZERO AUDIO

Beats by Dr. Dre

ZH-BX700-CD

Tour

¥OPEN［ ダイナミック型 ］

投票

No.110

¥OPEN［ バランスド・アーマチュア型 ］

投票

No.111

SPEC ●型式 : ダイナミック型 ●ドライバー口径 : 非公開 ●再生周波数帯域 : 非公開 ●
（ S/
インピーダンス: 非公開 ●ケーブルの長さ:1.25m ●質量:16g ●付属品: イヤーチップ
M/L ）、ダブルフランジ、ウイングチップ（ S/M/L ）、キャリングケース、イヤーチップ専用ケ

SPEC ●型式 : バランスド・アーマチュア型 ●再生周波数帯域 :8 〜 16,000Hz ●インピ
（ ケーブル含まず）●付属品 : イヤー
ーダンス:12 Ω ●ケーブルの長さ:1.2m ●質量 :7.2g
チップ
（ S/M/L ）、キャリングポーチ

強いバネとしなやかさを持った実力派

表情豊かな音を奏でるカーボン複合ボディ

ース

定番イヤホン「Tour」の最新バージョンは、音質とハンドリン

ZERO AUDIO は、京都に本拠を置くジャパンブランド。ライン

グの双方をグレードアップ、デザインも刷新した意欲的なモデル

アップはイヤホンがメインで、洗練されたシックなデザインと価格

だ。ダイナミック・ドライバーを新規に開発。音質はよりクリア

以上の高音質がコンセプトとなっている。本機「ZH-BX700-CD

な方向に磨きをかけながら、ボリュームを上げて聴いてもサウン

（CARBO DOPPIO）
」
は、バランスド・アーマチュア・ドライバーを

ドが歪まない基礎体力の高さも特徴。ノズル部分に角度を設ける

デュアルで搭載するモデル。その基本スペックだけでも十分にコス

とともに、イヤーチップとの間に装着する「セキュアイヤーグリッ

トパフォーマンスは高いが、このモデルではリアル・カーボンと削

プ」
により、抜群に安定したフィット感が得られる。
低域の豊かな量感に特徴を持たせながら、全体のエネルギーバ

り出しアルミの複合ボディに加えて、真鍮製チューブとノズルを採
用。音質に対して徹底的な追求がなされている。結果として作り

ランスがきれいに整 っていて、明 朗でフレッシュなサウンド。

上げられたサウンドはなかなかのもの。倍音成分の豊富な、広がり

ジャズはウッドベースの弦のうねりを大胆に力強くトレースす

感のある中高域に、品のよい低域が添えられ、演奏がとても表情豊

る。ピアノの細やかな表情を伝えてくれる解像感も備えながら、

かに感じられる。真鍮パーツのおかげか、金管楽器系の音色も自然

幅広い音域をリアリティ豊かに再現する。強いバネとしなやかさ

なイメージ。アコースティック楽器を多用する、クラシックやジャ

を持った実力派だ。
（山本 敦）

ズなどの演奏がとても似合いそうだ。
（野村ケンジ）
左／ボディに配された平
織模様のリアル・カーボ
ンとダーク・メタリック
なアルミが、所有欲をく
すぐる。ケーブルは高純
度 の OFC を採 用してい
る。右／イヤーチップは
S/M/L の3 サイズ。

左／ウイングチップによ
りフィット感は抜 群。ケ
ーブルはマイクリモコン
付き。よりからみにくい
素 材 にリファインされ
た。右／豊富なイヤーチ
ップのほか、ピル型のキ
ャリングケース、イヤー
チップ専用ケースも用意。
問

完実電気

http://beats.kanjitsu.com/

問

協和ハーモネット http://www.zeroaudio.jp/
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Beats by Dr. Dre

CREATIVE

Solo2

Aurvana Live! 2

¥OPEN［ 密閉型 ］

投票

No.112

¥OPEN［ 密閉型 ］

投票

SPEC ●型式 : 密閉型 ●ドライバー口径 : 非公開 ●再生周波数帯域 : 非公開 ●インピー
（ ケーブル除く）●付属品 :リ
ダンス: 非公開 ●ケーブルの長さ: 約1.3m ●質量 : 約 203g

SPEC ●型式 : 密閉型 ●ドライバー口径 :40mm ●再生周波数帯域 :10 〜 30,000Hz ●
インピーダンス:32 Ω ●ケーブルの長さ: 約1.2m ●質量: 約 255g ●付属品: キャリングポ

サウンドとデザインを強化させた「Solo」

ハイファイ的なクリアなサウンド

モコン＆マイク付きケーブル、キャリングケース、カラビナ ほか

ーチ

「Studio」
と「Tour」
に続いて、ビーツの看板モデル「Solo」
もモデ

人気のロングセラーヘッドホン「Aurvana Live!」の設計思想

ルチェンジ。ノイズキャンセリング搭載でワイヤレスモデルも用

を継承し、高品位なオーディオリスニングを基本としつつ、新た

意されているフルスペック機「Studio」
に対して、
「Solo」
はサウン

にヘッドセット機能を追加し、スマートフォンなどでの音声通話

ドとデザインにピュアに特 化していることが特 徴。 今 回の

に対応したモデルである。ドライバーのダイアフラムは、直径

「Solo2」は、より広い帯域をクリアに再生できるサウンドチュー

40mm もの大口径で、オーディオ用として優れた特性を持つバイ

ニングと、流れるようなカーブラインを取り入れ優美さを増した

オセルロース素材を採用するなど、
「音」へのこだわりが際立つ。

デザインによって、その 2 点をさらに強化している。
音を聴いてまず印象的なのは、ビーツの特徴であるゴツンと硬

装着するとまず気がつくのは、快適さである。適度なホールド感
とパッドの柔らかさで、包み込まれるような感覚だ。音質は色付

質な迫力やグインとくる腰の強さを備えた低音。そのハードタッ

きがなく透明感が高い。低域は最近の重低音モデルに比べると大

チさであらゆるジャンルの強靭なグルーヴに対応し、それを明確

人しいが、リッチでこもり感がなく、すべての音をクリアに聴かせ

にそして強く引き出す。高音側も劣らずの完成度で、ディストー

るのがハイファイ的で好ましい。音調は澄み切った透明感の中に

ションギターがコードを刻む場面でのザクッというキレとコード

も、マイルドな温かみが感じられ、ボーカルの魅力を引き出してく

の一音一音の分離のよさが痛快。納得の超進化だ。（高橋 敦）

れるのも美点。長時間のリスニングも快適だ。（鴻池賢三）

左 ／ 高 級スポーツカー
を彷 彿とさせる流 線 型
の ボ ディが 特 徴。人 間
工学 に 基づいたイヤー
カップ設計により、自然
なフィット感を実現して
いる。右／「 b」を配した
キャリングケースやカラ
ビナが付属。
問
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No.113

完実電気

http://beats.kanjitsu.com/
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左／ケーブルにはマイク
＆リモコンを搭載。イヤ
ーパッドとヘッドバンド
にはプロテインレザー
を 使 用し、快 適な装 着
感を実現。右／ハウジン
グをフラットに折りたた
め、コンパクトに持ち運
べる。
問

クリエイティブメディア

◀抽選で豪華商品が当たるプレゼントアンケートはこちら!

http://jp.creative.com/

Marshall Headphones

Sony

MAJOR
¥16,000（税抜）［ 密閉型 ］

投票

MDR-10RC

No.114

¥OPEN［ 密閉型 ］

投票

No.115

SPEC ●型式 : 密閉型 ●ドライバー口径 :40mm ●再生周波数帯域 :20 〜 20,000Hz ●
インピーダンス:32 Ω ●ケーブルの長さ:1.2m ●質量:180g ●付属品: 標準変換プラグ

SPEC ●型式 : 密閉型 ●ドライバー口径 :40mm ●再生周波数帯域 :5 〜 40,000Hz ●
（ ケーブル含まず）●付属品:
インピーダンス:40 Ω ●ケーブルの長さ:1.2m ●質量:165g

弾けるように若々しい低域に注目！

再生能力の緻密さにハイレゾ対応も納得

オーディオケーブル、リモコン＆マイク付きケーブル、キャリングポーチ

エレキギター＆ベース弾きたちが一度は憧れる Marshall。そのブ

今日ハイレゾは業界全体に波及し、オーディオ界の急先鋒として拡

ランドを冠したヘッドホン。アンプの外観を模したレトロなデザイン

大している。そうした中でソニーは、
ハイレゾ対応コンポを積極的に拡

は女性の音楽ファンにも人気が高い。密閉型ハウジングに 40mm 口

充しているが、
その先頭に立つのがヘッドホンだ。本機は既存のMDR-

径のダイナミックドライバーを搭載。スーパーソフトイヤークッショ

10R に対し、ヘッドバンド部を折りたためるようにしてキャリング性能

ンにより、オンイヤータイプながら圧迫感を抑えた快適な装着感を実

を高めた別バージョンといえるモデル。ハイレゾ対応／ワイドレンジ設

現する。ケーブルにはiPhoneなどに対応するマイクリモコンを装備。

計の 40mm 口径ドライバーユニットや、ハウジング部に設けた通気孔

シールドの雰囲気を醸し出すカールコードやピンプラグのデザインも

によって低域の動作を最適化した「ビートレスポンスコントロール」
、

ギターファンの嗜好をくすぐる。

コード表面に細かい溝加工を施して絡みにくくした
「セレーションコー

ナチュラルでバランスがよく、特にロック＆ポップス系の音楽は落

ド」
などの特徴は基本的に共通している。

ち着いた聴きやすいサウンドに仕上げられている。低域の音像はだぶ

一聴して感じるのは、微小レベルの音の再生能力の確かさ。さすが

つかずにしなやかな弾力を持っていて、ベースやドラムスのサウンド

はハイレゾ対応ドライバーと頷ける、緻密で高解像度な印象だ。フ

が弾けるように若々しい。J-POP やダンス系の楽曲は言わずもがな、

ラットなエネルギーバランスに、いくぶんシャープな質感再現がスパ

オーケストラも瑞々しく疾走感に溢れる音楽が味わえた。
（山本 敦）

イスとみた。どんなジャンルでも安心のオールラウンダーだ。
（小原由夫）

左／マーシャルらしいタ
フなデザインは女 性に
もおすすめ。写真のブラ
ックの ほか、ホワイト、
ヘッドバンドにデニムを
用いたピッチ・ブラック
を 用 意。右 ／ 折りた た
みが 可能で気軽に持ち
運べる。
問

ザウンドインダストリートウキョウ http://zoundtokyo.com/

左 ／人間工学に基づい
たハウジング 形状によ
り、小 型ながら 快 適な
装 着 感を実 現。耳 触り
がよく程よい 側 圧のイ
ヤ ーパッド も ポイント
だ。右／三つ折りにして
コンパクトに 持ち運 べ
る。
問

ソニー sony.jp
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銘機復活

Klipsch X10
2008年に発売し、
長きに渡りクリプシュのフラグシップモデルとして君臨した
「X10」。
昨年、
「Image X11i」の登場により、
惜しまれつつ生産を完了したモデルだが、
今夏、
ファンのアツい声に応えて復活が決定した！
X10を知っている人も、
知らない人も大注目のイヤホンだ。

復活した現在でもココがスゴイ
！

高い解像感、良好な音のバランス
X10の魅力はいまでも色褪せない
アメリカ最古のスピーカーメーカーであるKlipsch(クリプシュ)は、
HARDROCKカフェ不動の公式スピーカーであり、映画館での採
用実績も広く知られているが、現代のもうひとつの顔がイヤホン／ヘ
ッドホンだ。特に、特許取得のイヤーチップ「Oval Ear Tips」を
採用した同社イヤホンは、音質と装着性の高度なバランスを実現し
たワンアンドオンリーな存在で、この分野でクリプシュのプレステージ
（偉業）とされる製品が、2008年に発売された「Image X10」で
ある。世代交代の激しいイヤホンの分野でロングセラーを続けたが、
昨年、惜しまれつつ生産を完了。しかし、継続を望む声が高まり、
「X10」と名前を変えて復活が決まった。
流線型のシルエットが美しい超小型筐体なので、スムーズに耳に
装着でき、リスニング中の一体感が自然でストレスが皆無だ。しかし、
その真価は音質の素晴らしさにある。音楽性が高く、自然な音響が
そこにある。ハイレゾ音源で聴くクラシックは、小さなボディに似合わ
ず、量感と低域のふくらみが印象的。フォルテッシモの音圧感、力
強さは意外なほどである。ｉPhoneで聴いたジャズは、高域の輝き、
粒立ち、光沢感が印象的。解像感もあり倍音が華やかだが、対
比的に低音も量感があってバランスが見事。ピアノの下降で響き
が変わらずつながりが自然だ。オールマイティに音楽を聴かせるバラ
ンスに優れたイヤホンである。(大橋伸太郎)
お問い合わせ：フロンティアファクトリー http://www.klipsch.jp/
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1

定評のある
BAドライバーを搭載

バランスド・アーマチュア（BA）
・ドライバーは、
X10の発売当時は、コストが高くなってしまうため、
採用メーカーが限られていた。しかし、クリプシュはこ
の高解像度サウンドにいち早く目を付け、独自に調
整するなど、時代の先をゆく音づくりをしていたのだ。

2

オンリーワンの
イヤーチップを開発

イヤーチップを楕円型にすることで、耳のより奥深く
に装着することができる「Oval Ear Tips」を独自
開発。イヤホンの装着感は特に低音再生に影響す
るもので、フィッ
トしていないと低音の再現は悪くなっ
てしまう。こうした装着感にもいち早く着目していた。

Klipsch
X10

¥OPEN

投票

No.116

SPEC ●型式：バランスド・アーマチュア型 ●再生周波数
帯域：5〜19,000Hz ●インピーダンス：50Ω ●ケーブルの
長さ：約1.25m ●質量：10.5g ●付属品：イヤーチップ（S/
M/L）
、ダブルフランジ（S/L）
、キャリングポーチ

提供：フロンティアファクトリー株式会社

B&O PLAY

BeoPlay H6
¥41,715（税抜）

投票

No.117

素材と加工、細部にまでこだわる

Color

デンマークを代表するインダストリアルデザイナー、ヤ
コブ・ワグナー氏による優美なデザインを纏うアラウン
ドイヤータイプだ。陽極処理を施した高純度のアルミニ
ウムを採用し、軽量かつ高い耐久性を獲得。ヘッドバン
ドのレザーには、最高 級の牛革にタンニンなめしを施
し、豊かな温かみを感じさせる色合いに仕上げるなど素
材と加工にこだわった逸品だ。

B&O PLAY

Form 2i
Form 2i→¥14,815（税抜）、
Form 2 →¥10,800（税抜）

投票

No.118

時代を超えて愛されるデザイン

Color
［（上）Form 2i（下）Form 2］

ニューヨーク近代美術館
（ MoMA ）の永久コレクションに
認定された
「 Form 2」
。この普遍的なデザインを踏襲し、
iOS 用のリモコンを搭載したモデルが「 Form 2i」だ。ただ
し、改良はリモコンだけではない。引き締まった低音を実現
するため、ドライバーを新設計。さらに、イヤーパッドも疲
れにくい厚さ、柔らかさを持ったものに変更されている。

革新の技術と美しいデザインで、世界中の人々を

感 性を刺 激するヘッドホン

魅了するブランド「Bang & Olfusen(B＆O)」。
「B&O PLAY」はそのB＆Oのカジュアルライン。

B &O PLAY

ただし、B&Oがもつデザインや素材、音響技術に
こだわる「品質重視」のフィロソフィーは
B&O PLAYにも受け継がれています。
あなたの感性を刺激するヘッドホンを紹介します。

Color
B&O PLAY

BeoPlay H3
¥23,334（税抜）

投票

No.119

ジョイントのない優美なライン
高純度アルミニウムの無垢材から削り出したハウジン
グを採用した、ジョイントがない美しいラインを描くカ
ナル型イヤホン。10.8mm のドライバーはカスタム設 計
を行い、さらに開放的なサウンドを得るため、23 個もの
通気孔を設えている。その孔の配置もまた、美しく見え
るようにと試行錯誤されたのだ。

B&O PLAY

Earset 3i
¥18,000（税抜）

投票

No.120

人間工学に基づく高い装着性能
人間工学に基づき、耳の輪郭とマッチするようにデザ
インされたロングセラーモデルをベースに、iOS 用の
リモコンを搭載した「 Earset 3i」
。カナル型とは異な
りインナーイヤータイプなので、Earset 3i が持つピュ
アなサウンドはそのままに、周囲の音も逃さない。ア
クティブなシーンでも活躍してくれるイヤホンだ。

お問い合わせ：完実電気 ☎ 03-3261-2071 http://kanjitsu.com/beoplay

Color
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Sony

XBA-H3
¥OPEN

投票

No.121

SPEC ●型式：ハイブリッド型（16mmダイナミックド
ライバー+バランスド・アーマチュア・ドライバー×2基）
●再生周波数帯域：3〜40,000Hz ●インピーダンス：
40Ω ●ケーブルの長さ：1.2m ●質量：約10g

大口径16mmダイナミック・ドライバーと、バラ
ンスド・アーマチュア・ドライバー2基（超高音
域再生用のスーパートゥイーターとフルレンジ）を
組み合わせた、ハイブリッド3ウェイドライバーを
搭載。 話題のハイレゾ音源の再生にも対応す
る、3〜40,000Hzの広帯域再生を実現した、
プレミアムイヤホン。

ハイレゾ時代の
レファレンスイヤホン
徹底検証
CDの約3倍以上の情報量を誇る
「ハイレゾ音源」。
そのポテンシャルを最大限に引き出す、
ワイドレンジ
再生に対応した話題沸騰のプレミアムイヤホン、
ソニー
「XBA-H3」の真価に中林直樹氏が迫る。

ツ
コンテン
試聴した

取材・文／

中林直樹

（オーディオ評論家）

マイケル・ジャクソン
『XSCAPE（エスケイプ）』
（96kHz/24bit、FLAC）

ハイレゾキャンペーン実施中！

ソニーのハイレゾ対応イヤホン「XBA-H3」とハイレゾ"ウォー
クマン"「NW-ZX1」との組み合わせで、マイケルのハイレゾ
音源を試聴するオーディオ評論家の中林氏。
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2014年8月31日までの期間中に「XBA-H3」を購
入し製品登録のうえ、キャンペーンに応募された方抽
選で300名様に、右記のアルバム全曲がハイレゾで
プレゼントされる！詳しくは下記のホームページまで
http://www.sony.jp/high-resolution/campaign/

ハイレゾの情報量を余すことなく伝える
一流といわれるプロダクトには共通項がある。それは使えば使うほ
ど新しい魅力が溢れ出てくることだ。
ソニーのイヤホン
「XBA-H3」
は、

その名の通り超高域の再生を担う。これは振動板を従来のステンレ
スからアルミ系合金に変更したことで40kHzまでという高域再生能

まさにそれを地で行くモデルといってよいだろう。幾度となく触れる機

力を獲得している。対して低域はウーファーの性能により3Hzまで伸

会があるが、そのたびに必ず心を動かされるのだ。

びる。そう、この広帯域再生力こそ、ハイレゾ対応を謳えるゆえん

今回の試聴ソースはマイケル・ジャクソンの『XSCAPE』のハイ

なのだ。

レゾ音源。マイケルの未発表音源を当代の名プロデューサーたち

では、『 X S C A P E 』から冒頭の「 L o v e N e v e r F e l t S o

がアップデートした、言わずもがなの注目作だ。そのインプレッション

Good」を聴いてみよう。まず、ストリングスがきめ細かく、優しげに

は後述するが、XBA-H3との相性のよさに驚いたことをまず告白して

広がり出す。そして現れるマイケルのフレッシュなボーカル。その後

おこう。

方でベース、ドラムスは弾むように、ピアノはくっきりとした輪郭で描

さて、XBA-H3の最大の特長といえば、３基のドライバーを搭載

かれる。この見晴らしがよく、立体的な音像に誰もが息をのむはずだ。

した３ウェイとしていることだ。しかもダイナミック型を１基、バランスド・

これこそハイブリッドの長所であり、それを巧みにチューニングしてい

アーマチュア（BA）型を2基というハイブリッド構成である。前者の

ることの証でもあろう。下位モデルの「XBA-H2」や「XBA-H1」

振動板は液晶ポリマーを採用。これはオーバーヘッド型の最高峰

にもそれは通じている。

MDR-1シリーズでも使用されている、剛性の高さとしなやかさとを兼

「Slave To The Rhythm」は超低域を這うように流れるシンセベ

ね備えた素材だ。また、
「ビートレスポンスコントロール」も取り入れ

ース、細かく刻まれたパーカッシブなSEが音楽の土台を作り、その

られた。ダイナミック・
ドライバーの背面に極細のチューブをマウントし、

上をマイケルのボーカルが跳ね回る。そんな音楽の構造がありあり

そこに空気の流れを作り、振動板の動作を最適化。レスポンスの

とわかるのだ。ハイレゾの情報量の多さを、余すことなく伝えてくれる。

よい低域を狙う。

しかも、あくまで音楽的に、である。こんな体験をするとXBA-H3に

BA型の1基はフルレンジ、もう1基はHDスーパートゥイーターで、

1

POINT

HDスーパートゥイーターを含む

ハイブリッド型3ウェイドライバー
ワンボディに大口径16mm
のダイナミック・ドライバーと、
超高域再生を受け持つHD
スーパートゥイーターを含む2
基のバランスド・アーマチュ
ア・ドライバーを詰め込んだ、
贅沢なハイブリッド構成。ダ
イナミック型らしい豊かな中
低域と、バランスド・アーマ
チュア型らしいクリアで解像
感のある中高域を両立。 3
〜40,000Hzの広帯域再生
に対応して、ハイレゾ音源も
臨場感豊かに鳴らし切る。

3

POINT

は語られていない能力が、まだまだあるような気がしてならない。

2

POINT

正確な重低音再生を実現する

ビートレスポンスコントロール

フルレンジ
ダイナミック

HDスーパートゥイーター

理想的な音響特性を持った

ロンドンの録音スタジオで最先端の音楽のサウンドキャラクターを徹底的に調査
して、アコースティック楽器よりも低い帯域（30〜50Hzくらい）の再現性に注目。
そこで生み出された重低音再生の仕組みが「ビートレスポンスコントロール」だ。
ダイナミック・ドライバーの背面に極細の音響負荷チューブを直結して、低域特
性を最適化している。このチューブの素材、長さ、口径などにより音質が大きく
左右されるという。

その他ハイブリッドドライバーモデル

液晶ポリマーフィルム振動板

軽量かつ剛性が高く、内部
損失も高い。 余計な色つき
がなく、レスポンスにも優れ
た理想的な音響特性を持つ
マテリアル「液晶ポリマーフ
ィルム」をダイナミック・ドラ
イバーの振動板に搭載。広
帯域にわたり高音質で、ハ
イレゾ再生にも最適な再現
性を実現する。

XBA-H2
¥OPEN

投票

No.122

XBA-H1
¥OPEN

投票

No.123

もっとも手軽に、ハイブリッ
ドらしいワイ
13.5mm口径のダイナミック・ドラ
イバーと、独自開発のバランスド・ ドレンジサウンド、ビートレスポンスコン
アーマチュア・ドライバー1基を搭 トロールによる重低音のリズムの正
載する、ハイブリッド2ウェイ構成。 確な再現を楽しめるスタンダードモデ
ル。9mm口径のダイナミック・ドライ
液晶ポリマーフィルム振動板によ
バーとバランスド・アーマチュア・ドラ
る、 広がりのある音が堪能できる
イバーのハイブリッ
ド2ウェイ構成。
逸品だ。

お問い合わせ：ソニー買い物相談窓口／☎0120-777-886 sony.jp/
PREMIUM HEADPHONE GUIDE
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アトミック フロイドは未踏の領域へ

チタンが魅せる新

気鋭の英国ブランド、
アトミック フロイドが、
ついに渾身の最新モデルを発表！
その名は「SuperDarts Titanium +Remote」。
航空宇宙グレードのチタンを採用した超弩級イヤホン、
果たしてその実力は？

新鮮な驚きをもたらす未体験サウンド
2007年にイギリスで誕生したアトミック フロイド。それから２年ほどして日本に
上陸して以来、幾度となく彼らが作り出すイヤホンを手に取ってきた。ラインアッ
プは多くないものの、どの製品も新鮮な驚きをもたらしてくれるブランドである。
今回紹介するのは「SuperDarts Titanium +Remote」。そのポイントのひ
とつが、名前が示すようにチタン、しかも航空宇宙グレードの採用だ。本機の開
発陣がテーマとしたのは、Clarity（清澄さ・明瞭さ）の追求。そのために探し
当てた素材なのである。 ベースとしたのはロングセラーで同社の顔とも言える
「SuperDarts + Remote」。9mmのダイナミック型を低域用に、バランスド・ア
ーマチュア型を中高域用にという２つのドライバーを組み合わせたハイブリッドタイ
プである。そのハウジングのみならずプラグやリモコンにまでチタンを採用した、い
わばプレミアムモデルなのである。コンパクト設計であるうえに、
コンプライフォーム・
イヤーチップも付属し、遮音性能も高い。
早速、試聴してみたい。使用するファイルは編集部からのリクエストでマイケル・
ジャクソンの『スリラー』
。DSD１bit/2.8MHzのファイルだ。実はこの楽曲、真
剣に聴くのは初めてのこと。しかし、1982年の段階でこんなにも密度の高いサ
ウンドが完成されていたのかと唖然とした。本機はそんな楽曲を広く、そして澄ん
だ音場で聴かせる。かといって散漫になることはない。ボーカルは力強さと繊細さ
が両立。息遣いもリアルだ。ホーンセクションには煌めきがある。続いてノラ・ジ
ョーンズの『ドント・ノー・ホワイ』もDSD１bit/2.8MHzで試聴。やはりボーカ
ルのリアリティが高い。ピアノやコーラス、ベースの強弱やニュアンスも十分に感
じられた。ミュージシャンたちが丁寧に音を紡いでいる様子がわかるようだ。非常
に立体的でもある。DSDファイルと相性がよいともいえる。今までに体験したこと
のない、私たちの感覚をアップデートしてくれるかのようなモデルだ。
（中林直樹）

1
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2

世界

SuperDarts
Titanium +Remote
¥46,000（ 税抜）

投票

No.124

SPEC [製品仕様]●ドライバー:ハイブリッド型(9mmネオジムダイナミックドライバー＋バランスド・アーマチュア) ●
最大入力:100mW ●感度:98dbSPL/mw ●インピーダンス(1kHz):16Ω ●再生周波数帯域:5～25.000Hz ●
ハウジング:チタン製 ●プラグ:24金メッキ3.5mmステレオミニプラグ ●ケーブル:1.2mOFCケーブル（ケブラー®繊
維) ●リモコン：iPod、iPhone、iPad対応チタン製3ボタン式マイク付き [付属品]●シリコンラバー製キャリングポ
ーチ ●フライトアダプター(航空機用デュアルプラグアダプター) ●3.5mm標準プラグ変換アダプター ●ノイズアイソレ
ーティング・イヤーチップ（ソフトシールS/M/L、コンプライM）●ハンドブック

From the Founder

Profile
アトミック フロイド（ A T O M I C
FLOYD） 創業者兼CEO。
Appleのデザイナーであるジョナサ
ン・アイヴ氏の出身校として知られ
るロンドンの名門、ノーザンブリア
大学でインダストリアルデザインを
学ぶ。フィリップスでプロダクトデ
ザイナーとして10年ほど務めたの
ち、2007年にアトミック フロイド
を創業。そのヴィジョンに共感し、
一流の音響エンジニアやデザイナ
ーが彼のもとに集う。
アトミック フロイド代表

ジェームズ・ストロング氏

チタンを選んだのにはワケがある！
デザイン性や素材の目新しさだけではなく、音質のクオリティを高めるためにチタンを採用しました。
そのメリットに、アコースティック・チャンバー部分を薄く生成できることがあげられます。これによっ
て内部の容積を広く確保し、クオリティの高いコンポーネントを使うことができ、内部の空気の流れ
を音質に好影響を与えるよう調整できるのです。加えて、チタンを使うことによって耐久性や軽量性
など、イヤホンそのものの機能性も大幅に向上しました。

DETAIL

細部までこだわり抜かれた美しく機能的なイヤホン

3

1.スタイリッシュなパッケージのなかには、手に入れた人だけの密かな楽しみ、
「オ
ーナーズ・ハンドブック」も同梱。所有する喜びを満たしてくれる。 2.ハウジン
グのほか、Apple製品対応の3ボタン式マイク付きリモコン、コネクター部分に
も、航空宇宙グレードのチタンを採用。見た目の官能的な美しさもさることながら、
その強度も考え抜かれて選ばれた素材だ。さらに見た目からは想像もできない
ほど軽量。
「SuperDarts +Remote」に比べて、質量は約半分になったという。
プレミアムヘッドホンに最適なマテリアルだ。 3.耐久性にもとことんこだわるの
がアトミック フロイド。もっとも断線のしやすいケーブルの付け根部分は、360
度の折り曲げテストを、イヤホンでは異例となる約5,000回も行っている。

お問い合わせ:フォーカルポイント株式会社

http://www.atomicfloyd.jp/
PREMIUM HEADPHONE GUIDE
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驚異的な性能を誇る
超小型ポータブルアンプ

“Sound Blaster Eシリーズ”

インテリジェンス溢れる最先端のヘッドホンを続々リリースするクリエイティブから新たなアイテムが届いた。
PCやMacと接続して
「USBオーディオ」
としても利用できる
「超小型ポータブルヘッドホンアンプ」
だ。

Sound Blaster E3でハイレゾもワイヤレスも欲張る！
のデジタルオーディオを展開するクリエイティブ「Sound Blaster」シ
リーズのポータブルヘッドホンアンプ。上位モデル「E3」は、USB
Bluetooth/NFCに対応。aptXとAACをサポートした、より高品位
なワイヤレス再生環境が手に入る。実際にiPhoneをBluetooth接
続して試聴すると、粗っぽいノイズ感がなくなり、中低域がタイトに引
き締まる。ボーカルの声の稜線もくっきりと浮かび上がってくる。
ヘッドホン出力は最大600Ωのインピーダンスに対応。HiFi級の

ハイレゾ再生は素直な定位感と解像力の高さが特徴だ。中低域
はアタックが力強くスピーディーで、ロック系の楽曲では電気系のギ
ターやベースのダイナミックでエッジの効いたサウンドが映える。オー

ポタアン×ワイヤレス

NFC対応のBluetooth機能を搭載。お手持
ちのヘッ
ドホンがワイヤレス仕様に！しかもアン
プでいい音に！
加えてiOS7以上、Lightningコネクタ搭載
の対応iPhoneやiPadなら、Lightningケー
ブルによるデジタル接続も可能だ。

多彩なサウンドモード

▲

ヘッドホンも余裕をもって鳴らせる。さらに2つのヘッドホン出力を備え
ているので、ペアリスニングも楽しめる。

「ハイレゾ音源」に対応

PCやMacとUSB経由で接続が可能。最大
96kHz/24bitのハイレゾ音源も再生できる。

▲

でPCにつないで96kHz/24bitまでのハイレゾ再生が楽しめるほか、

Sound Blaster E3の主な特徴
▲

PC用サウンドカードやワイヤレススピーカーなど、多彩なカテゴリー

バーチャルサラウンドや重低音強化、ボーカルをよりクリアに再現するなど、多彩な
音響効果を利用可能なクリエイティブ独自技術「SBX Pro Studioテクノロジー」
を搭載。PCやMac接続時に利用できる。同機能は弟機の「Sound Blaster
E1」でも利用可能。

L I N E U P

ケストラは見晴らしがよく、音場もワイドに伸び伸びと広がる。艶のあ
る煌びやかな金管楽器のハイトーンも本機の持ち味だ。部屋の中で

Sound Blaster E3

はじっくりとハイレゾを聴き込み、外出先ではBluetooth機能も活用し

¥OPEN

たい欲張りな音楽ファンの良き相棒だ。
（山本 敦）

高いコストパフォーマンスのSound Blaster E1
さらにコストパフォーマンスの高い弟機も存在する。「 S o u n d
Blaster E1」は44.1kHz/24bit対応のUSBオーディオとしてPC
やMacで利用可能。また、アナログ接続のポータブルヘッドホンア
ンプとして利用できる。
「実売5,000円台」とこちらも驚くべき製品だ。

Sound Blaster E1

¥OPEN

PREMIUM HEADPHONE GUIDE

投票

No.126

SPEC ●バッテリー持続時間：最大約25時間
●外形寸法：約35W×19H×66Dmm

お問い合わせ：クリエイティブメディア ☎03-3256-5577 http://jp.creative.com
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投票

No.125

近日発売予定

SPEC ●バッテリー持続時間：アナログ接続時／最
大約17時間、Bluetooth接続時／最大約8時間 ●
外形寸法：約45W×23H×60.5Dmm

AUDIO-TECHNICA

ATH-CKR10
¥40,000（税抜）［ ダイナミック型 ］

投票

Premium
Inner Ear
Headphones

01

No.127

超高解像サウンドを実現した
世界初のダイナミックドライバー
Detail

SPEC ●型式 : ダイナミック型 ●ドライバー口径 :13mm ●再生周波数帯域 :5~40,000Hz ●インピーダンス:12 Ω ●
（ ケーブル含まず）●付属品イヤーチップ
（ XS/S/M/L ）、キャリングポーチ
ケーブルの長さ:1.2m ●質量: 約16g

広帯域再生を実現する独自機構！

解像感が高く緻密かつタイトなサウンド

13mm 径の新開発ダイナミックドライバー 2 基を、
向かい合わせに配置した「 DUAL PHASE PUSHPULL DRIVERS」を採 用。この 世界 初の 独自機
構の搭載により、広帯域に渡り歪みを抑えた伸び
やかなサウンドを実現している。

左）ブラックを基調とした精悍なボディに、音響特性に優れたチ
タニウムハウジングを配置。チタニウム素材の採用により、不要
な共振を排除し、スタイリッシュなデザインとキレのあるサウンド
を両立している。右）シリコン製のイヤーチップはXS サイズ含む4
サイズを付属。携帯時に便利なキャリングポーチも同梱する。

問

オーディオテクニカの新たなメインシ

サウンドは、タイトで引き締まった筋

リーズ、CKR シリーズのフラグシップモ

肉質な低域により、全体の響きが実によ

デルだ。最大の特徴は、2 基の 13mm 大

くコントロールされている印象。中高域

口径ダイナミック型ドライバーを対向配

の解像感も極めて緻密。編曲に凝った

置する ｢DUAL PHASE PUSH-PULL

J-POP やロックの楽曲は、楽器の鳴りっ

DRIVERS｣をイヤホンとして世界で初め

ぷりが細部までよく見える。曲のアレン

て搭載したこと。この新方式により、ド

ジを楽しむため、お気に入りのアルバム

ライバーの磁束密度を高め、音の歪みの

をもう一 度 頭から聴き直したなるほど

極小化と駆動能力の向上を両立。さらに

だ。音のリニアリティやエネルギー感の

ユニットベースには純 鉄ヨークを採 用

バランスもよく、ボーカルが主役の楽曲

し、磁気の伝達を効率化し解像力を引き

も楽しみ甲斐があるだろう。クラシック

出した。そのほか、不要な振動を抑える

は木 管 楽 器やストリングスの彫りが深

高剛性のチタンハウジングの採用や、低

く、小音量で再生しても細部を丹念に描

域特性を最適化する ｢ベース ･ アコース

写。金属楽器の音色は歪みがなく伸びや

ティックレジスター｣の搭載、スタッカー

かに突き抜ける。聴き込むほどに音楽の

ド撚り線を使用したケーブルなど、随所

様 々な魅 力が発 見できるイヤホンであ

に高音質化を図る工夫が凝らされている。

る。（山本 敦）

オーディオテクニカ

http://www.audio-technica.co.jp/
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AUDIO-TECHNICA
Premium
Inner Ear
Headphones

02

ATH-IM04

¥OPEN［ バランスド・アーマチュア型 ］

投票

No.128

圧倒的な描写力を誇る
クアッドBA搭載モデル
Detail

SPEC ●型式 : バランスド･アーマチュア型 ●再生周波数帯域 :15~20,000Hz ●インピーダンス:14 Ω ●ケーブルの長
（ ケーブル含まず）●付属品: イヤーチップ
（ S/M/L ）、低反発フォームチップ
（ M）、キャリングケー
さ:1.2m ●質量: 約 8g
ス

シリーズ専用リケーブルも発売中！

シルキーで上質なモニターサウンド

IM シリーズ専用のリケーブルとして、スマートフォン
用マイクリモコンを搭載した ｢ AT-HDC1iS/1.2｣、
6N-OFC を導体に採 用し音 質にこだわった ｢ ATHDC5/1.2｣も発売中。好みに応じて交換すること
が可能だ。

左）ボディの内側をラウンドフォルムとすることで、より耳の奥に
装着可能。耳にかかる部分にワイヤーが入った専用ケーブルによ
り装着感も上々だ。右）ジッパー式でしっかりとした作りのキャリ
ングケースが付属し、持ち運びの際も安心。イヤーチップはシリコ
ン製に加え、遮音性に優れたコンプライフォームチップも付属。
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「ATH-IM04」
は、“ クアッド ･ バランスド

着感に配慮したラウンドフォルムにより

･アーマチュア型インナーイヤーモニター

耳への収まりはよく、コンプライイヤー

ヘッドホン”の肩書きが示す通り、左右そ

チップとの相乗効果で密着感は抜群。

れぞれに４基のバランスド ･ アーマチュ

サウンドは、一聴すると高域の突き抜

ア（BA）型ドライバーを搭載した、モニ

けるような伸びに耳を奪われるが、聴き

ター志向のイヤホン。オーディオテクニ

込むとシルキーで上質なサウンドである

カの BA 型イヤホンの頂点に君臨するフ

ことが分かる。低域は押し出しを控え、

ラッグシップモデルである。4 基の BA 型

ベースの音程や輪郭が的確に掴めるモニ

ドライバーは、低域用 2 基、中域用 1 基、

ター志向である。特筆すべきは、引き際

高域用１基で構成され、BA 型ならでは

のクリーンさで、音の切れ間やバックグ

の繊細で明瞭な中高域の優れた表現力

ランドの静 寂が心 地よい。 ボーカルの

と、豊かな低域再現を狙っている。また、

ニュアンス表現も好バランスで、ノラ ･

専用設計の｢クアッド ･ ネットワーク｣の

ジョーンズの『Don`t know why』では、

採用により実現した、正確なレスポンス

丁寧な抑揚表現と声質の魅力を堪能で

とドライブ能力にも注目したい。

きた。BA 型ならではの粒立ちに優れ、ハ

装着してみると、4 基のドライバーが収
まったボディはやや大振りながらも、装

イレゾの魅力も存分に味わえる。
（鴻池賢
三）
問
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◀抽選で豪華商品が当たるプレゼントアンケートはこちら!

オーディオテクニカ

http://www.audio-technica.co.jp/

DYNAMIC MOTION

DM008P

¥19,800（税抜）［ ダイナミック型 ］

投票

Premium
Inner Ear
Headphones

03

No.129

“経験豊かな気鋭”が放つ
癖のないピュアサウンド
Detail

SPEC ●型式 : ダイナミック型 ●ドライバー口径 :8mm ●再生周波数帯域 :20 〜 20,000Hz ●インピーダンス:32 Ω
●ケーブルの長さ:1.2m ●質量:15.7g ●付属品: イヤーチップ
（ S/M/L ）
×2、低反発フォームチップ
（ M）、クリップ、キャ
リングケース

サイズを超えるパワー感を実現！

パワー感に満ちたクリアなサウンド
「DYNAMIC MOTION」
は、ダイナミックド

ドライバーは 8mm 口径ながらも独自レイアウトに
より、10mm 口径のユニットと同等のパワーを誇
る ｢ Power Dynamic Driver｣ を搭 載。振 動 板の
素材にもこだわり、理想的な音響特性を持つ高性
能フィルムを採用！

左）ハウジングには、右耳に R 、左耳に L の文字が大胆にデザ
インされスタイリッシュ。ケーブルは絡みにくいフラットケーブルを
採用し、取り回しも快適。右）イヤーチップはシリコン製 3 サイズ 2
色に加え、低反発フォームチップ1サイズを付属。コンパクトで持
ち運びしやすいジッパー式のキャリングケースも同梱する。

問

使用されるマグネットを搭載し、小口径

ライバーのユニット開発で 30 年以上の

ながらもパワフルな再生特性を獲得して

歴史を誇る技術志向のメーカー。その実

いる。

力はOEMで実証済みで、世界トップシェ

そのサウンドは、ダイナミック型なら

アを誇るスマートフォンの付属イヤホン

ではの圧 倒 的なパワー 感を漲らせつつ

に採用されるなど折り紙付きだ。今回登

も、モニター系ヘッドホンを彷彿とさせ

場した｢DM008P｣は、昨年冬に国内で発

るようなクリアなサウンド。 空 間のス

売された同社の第一弾モデル ｢DM008｣

ケールの大きさも特徴で、微細音までワ

をベースに、アルミ削り出しハウジング

イドレンジに伸びる。歯切れがよくタイ

の採用によって、より高音質化を図った

トに締まった低音と、スピード感と厚み

第二弾モデル。独自のドライバー構造

を両 立させた中 高 音は、クラブミュ ー

｢Power Dynamic Driver｣が大きな特

ジックなど、リズミカルな音楽との相性

徴で、通常コイルの内側に配置されるマ

も抜群だ。BA ドライバーモデルが人気を

グネットを、コイルの外周部に配置する

集める、実勢約 2 万円という価格帯にお

独自のレイアウトにより、より強力なマ

いて、ダイナミックドライバーで高音質

グネットの採用を実現。使用ドライバー

を追求した実力派として、大いに注目し

は 8 ㎜径ながらも、10 ㎜径ドライバーで

たいモデルだ。（折原一也）

サエクコマース

http://www.saec-com.co.jp/
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JVC

Premium
Inner Ear
Headphones

04

HA-FX850
¥OPEN［ ダイナミック型 ］

投票

No.130

ハイレゾ対応を果たした
ウッドシリーズの最上位機
Detail

SPEC ●型式 : ダイナミック型 ●ドライバー口径 :11mm ●再生周波数帯域 :6 〜 45,000Hz ●インピーダンス:16 Ω ●
（ ケーブル含まず）●付属品 : イヤーチップ
（ S/M/L ）、低反発フォームチップ
（ S/M）、
ケーブルの長さ:1.2m ●質量 :13g
ケーブル長アジャスター、クリップ、キャリングケース

新 ウッドドームユニット を搭載！

ドラムスの太さと響きに圧倒される！

木材を独自の薄膜加工技術によりドーム加工した
口径11mm の ｢ウッドドーム振動板｣ に加え、振動
板の前面にリング状に加工した新開発の ｢ウッド
ディフューザー｣を配置。温もりのある美しい響きと
自然な音の広がり感を実現している。

左）使えば使うほどに身体に馴染む木製ハウジングを採用。ケーブ
ルはMMCX コネクターを採用した着脱式だ。右）イヤーチップにも
こだわっており、イヤーチップ内壁に設けられたディンプルで、イヤ
ーチップ内の反射音を拡散させることで音のにごりを抑制。クリア
なサウンドを実現する ｢スパイラルドットイヤーピース｣を付属。
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熱烈なファンを擁する“ウッド”シリー

ゾーバー｣、｢アコースティックデュアル

ズに待望の新モデルが一挙に登場。
「HA-

ハイブリッドダンパー｣も搭載。FX850は

FX850」はそのハイエンドに位置付けら

さらにドライバー口径も大きく、リケー

れたモデルだ。中核となるのはもちろん、

ブル対応といった優位も備える。

樺材を薄膜加工してドーム状に成形した

聴いてまず圧倒されたのはドラムスの

｢ウッドドーム振動板｣。しかし今回のハ

太さと響き。大太鼓のあの豊かな迫力を

イライトは追加実施された、ドライバー

想像してほしい。低音は明瞭度も高く、

各部での木材によるチューニングだ。例

多弦ベースが特に低い音域まで使って動

えば、振動板背面の ｢ウッドプレート｣と

くフレーズでもそのラインがはっきり見

振動板前面の ｢ウッドディフューザー｣。

えるし、音色の太さや厚みも安定。どん

従来はそれらの箇所で音が金属パーツに

なジャンルのグルーヴもドライブも正し

反射し、本来の音を若干濁らせていた。

く楽しく届いてくる。音色の明るさも好

今回追加されたウッドパーツはその反射

印象。声もシンバルも全体の空気感も、

を適度に吸収拡散し、よりクリアで解像

パッと明るく心地よい。音色のエッジも

感の高い音を実現している。これは新モ

意外と甘くないのでロックとの相性も良

デル全機種に共通だが、上位モデル HAFX850 ／ FX750 は ｢ウッドリングアブ

ある。（高橋 敦）

◀抽選で豪華商品が当たるプレゼントアンケートはこちら!

好。ウッドイヤホンここに極まれり！で

問 JVCケンウッド
http://www3.jvckenwood.com/

Sennheiser

IE 800

¥OPEN［ ダイナミック型 ］

投票

Premium
Inner Ear
Headphones

05

No.131

一切の妥協を排し誕生した
ダイナミック型の最高峰
Detail

SPEC ●型式 : ダイナミック型 ●ドライバー口径 :7mm ●再生周波数帯域 :5 〜 46,500Hz ●インピーダンス:16 Ω ●
（標準 :S/M/L 、オーバル :SM/ML ）、クリーニングツール、
ケーブルの長さ: 約1.1m ●質量: 約16g ●付属品: イヤーチップ
キャリングケース

独自技術で低音再生を強化！

解像表現力と情報量の豊かさは特筆！

人間工学に基づき設 計されたハウジングには、2
基のステンレススチール製アコースティックダンピ
ングとベントを搭載。内部のエアフローを巧みに
制御することで、低音再生能力を増強させると同
時に、全帯域の解像感の向上を果たしている。

左）7mm 径のXWBドライバーの採用により、ボディはコンパクトな
仕上がりで、耳への収まりも上々。ケーブルは導体に高純度OFCを
採用。ケブラー繊維を混合したシースは耐久性も高く、しなやかで
取り回ししやすい。右）イヤーチップはシリコン製の正円タイプに加
え、楕円タイプも付属。内側にはメタル製の保護網も備える。

問

7mm 口 径のダイナミック型ドライ

することでエネルギッシュな低 音を再

バー ｢XWB トランスデューサー｣を搭載

現。 やや丸みを帯びたイヤホン部は

するフラグシップイヤホンだ。｢D2CA

フィット感も上々。ダークグリーンとブ

（Damped 2 Chamber Absorber）｣技

ラックをコンビにしたストライプ柄の

術は、筐体内部に 2 つのレゾネーターを

ケーブルもスタイリッシュだ。

設けたチャンバーシステムを配置し、こ

まず強調したいのが、抜群に高い解像

れにメタルガーゼを装着した ｢アブソー

表現力と豊かな情報量。ジャズピアニス

バー｣と呼ばれるパーツを組み合わせる

トの繊細な指先の動きが脳裏に浮かび上

ことで、イヤーカナルからの共鳴を効果

がり、女性ボーカルの存在は耳もと数セン

的にキャンセルする仕組み。XWB トラン

チの距離に迫ってくる。充実した中低域

スデューサーと合わせて、フラットな音

の量感とアタック。基本はクールでナチュ

響特性とクリアなサウンドを実現してい

ラルな音調ながら、平熱より少し高いぐら

る。ハウジングの素材は傷に強く、音響

いの体温が感じられる魅惑的なサウンド

的にも色 付けの少ないセラミックを採

だ。クラブ系の音楽はタイトに小気味よ

用。 背 面にステンレススチール製のア

く刻まれるリズムが気持ちよく、思わず体

コースティックダンピングとベントを配

が動き始める。一曲ごとに多彩な表情を

置し、内部の空気の流れをコントロール

見せてくれるイヤホンだ。
（山本 敦）

ゼンハイザージャパン

http://www.sennheiser.co.jp/
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Shure

Premium
Inner Ear
Headphones

06

SE846

¥OPEN［ バランスド・アーマチュア型 ］

投票

No.132

革新的技術が凝縮された
モニターサウンドの最高峰
Detail

革新的なローパスフィルターを搭載！

SPEC ●型式 : バランスド･アーマチュア型 ●再生周波数帯域 :15 〜 20,000Hz ●インピーダンス:9 Ω ●ケーブルの長
（ S/M/L ）、低反発フォームチップ
（ S/M/L ）、イエローフォームイヤーチ
さ:1.62m ●質量: 非公開 ●付属品: イヤーチップ
ップ、トリプルフランジイヤーチップ、交換用ノズルインサート、ノズル取り外しキー、着脱式ケーブル (1.16m) 、標準変

換プラグ、航空機用変換プラグ、ケーブルクリップ、クリーニングクロス、キャリングケース

全ての要素が高次元でバランス！
昨年の高級カナル型イヤホンの話題を

次元にバランスしていること。月並みな

マチュア（BA）型ドライバーを 4 基搭載

言い方だが、聴き慣れた曲から新たな発

したシュアの最高級機。その人気ぶりは

見がある。しかも声や楽器の質感がたい

10 枚のステンレスプレートを精密に溶接して形成

当初の想定売価よりも低く値付けされた

そう生 々しく、鮮 度も高い。 アコース

したローパスフィルターを搭載。低 域ドライバーか
ら出力された低 域の、75Hz 付近より上の帯域を
歪みなく自然にロールオフさせ、明瞭感や精細感
を損ねず、純粋な低域の抽出を可能にした。

こともあり、しばらく入手難が続いたほ

ティックな音色調整が可能なステンレス

どだ。一目でシュアとわかるデザインの

ノズルを組み込んだ 3 種類のトーンコン

ボディは中 身が見 通せるスケルトン仕

トロール機構は、ほとんどの音楽ジャン

左）計4 基のBAドライバーを搭載するが、ボディは大き過ぎず、耳
にすっぽりと収まるサイズ。ケーブルはMMCX コネクターを採用し
た着脱式でリケーブルにも対応する。右）イヤーチップは、シリコ
ン製に加え、低反発フォーム、トリプルフランジと豊富に同梱。サ
ウンドチューニング可能な交換式ノズルも3 タイプ付属する。
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エネルギー量、解像感といった要素が高

独り占めした感のある、バランスド ･ アー

様。ここに 4 基の BA 型ドライバーを格

ルでは、中庸なエネルギー感の｢バランス

納。その内の 2 基が低域用のダブル駆動

｣で問題なし。ボーカル中心という方には

である。個々の帯域を受け持つ専用ドラ

｢ウォーム｣、アニソン鑑賞がメインとい

イバーは、設計の難易度はもちろんだが、

う方は、いくぶん高域が切れ上がった感

異なる音 道を形 成するローパスフィル

じになる ｢ブライト｣がお薦めだ。ほぼ 4

ターの高い精度が SE846成功の鍵になっ

年の開発期間を要し、一から設計をし直

たようだ。精密溶接された 10 枚のステン

したという SE846。当面は内外メーカー

レスプレートがその役割を担う。

のベンチマークとなるのは間違いないだ

試聴してまず驚くのは、低域の伸びと

ろう。（小原由夫）
問

PREMIUM HEADPHONE GUIDE

◀抽選で豪華商品が当たるプレゼントアンケートはこちら!

完実電気

http://kanjitsu.com/

Sony

XBA-H3

¥OPEN［ ハイブリッド型 ］

投票

Premium
Inner Ear
Headphones

07

No.133

独自のハイブリッド構成を採用
ハイレゾ対応の意欲的モデル
Detail

独自の3WAYハイブリッド構造
ウーファー
フルレンジ

HDスーパートゥイーター

大口径16mm のダイナミックドライバーとフルレン
ジ BAドライバー、超 高音 域を担うBAドライバー
｢ HD スーパートゥイーター｣ を盛り込んだ 3WAY ハ
イブリッド構造により、深みのある重低音と鮮や
かできめ細やかな高音の両立を実現！

左）耳にあわせて形状を自由に変えることができる ｢アジャストフ
リーイヤーハンガー｣の採用により、大振りなボディながらも装着感
は上々！ 右）付属品はイヤーチップが大充実！ 通常のイヤーチ
ップに加え、内側に発泡クッション材を充填したシリコンフォームイ
ヤーチップも付属する。リモコン付きの交換ケーブルも同梱。

問

SPEC ●型式 : ハイブリッド型（ BA 型 + ダイナミック型）●ドライバー口径 :16mm（ ダイナミック型）●再生周波数帯域
:3 〜 40,000Hz ●インピーダンス:40 Ω ●ケーブルの長さ:1.2m ●質量: 約10g（ ケーブル含まず）●付属品: ハイブリ
（ S/M/L ）、ケーブル長アジャスター、リモコン付き着脱式
ッドイヤーチップ
（ SS/S/M/L ）、シリコンフォームイヤーチップ
イヤーハンガーコード
（ 1.2m）、クリップ、キャリングケース

S/Nが高く、立体的な音場再現力
ソニーが推し進めるハイレゾ対応イヤ

面に直結した極細の音響負荷チューブに

ホンの最新モデルで、独自開発の HD ハ

よる低域の過渡特性改善策が盛り込ま

イブリッド 3 ウェイドライバーの搭載が

れているのも見逃せない。

セールスポイントだ。具体的には、中域

聴感上の S/N がすこぶる高く、しかも

から低域を受け持つ、液晶ポリマーフィ

カナル型ではなかなか難しい立体的な音

ルム振動板を採用した口径 16mm のダ

場再現力がある。例えば、ボーカル＋ピ

イナミック型ドライバーと、フルレンジ

アノトリオの編成では、ボーカルがスッ

用バランスド ･ アーマチュア（BA）型ドラ

と前に出てきて、その後ろにピアノを軸

イバー、アルミ系合金振動板採用の HD

としたリズムセクションが整然とレイア

スーパートゥイーター用 BA ドライバー

ウトされているのがわかるのだ。また、高

という 3 つのユニット構成から成る。こ

域はハイエンドまで明瞭によく伸びてお

れは大振幅動作が得意なダイナミック型

り、低域は大口径ダイナミック型の威力

ドライバーと、高い解像力を持つ BA 型ド

だろう、ローエンドまでしっかりとした

ライバーそれぞれの長所を組み合わせた

実体感がある。本体サイズは大きいが、

ものといってよい。一方、ハウジング部に

耳掛け部のケーブルも柔らかく、装着感

も工夫を施し、制振性に優れた素材を採

は見た目から想像するイメージほど悪く

用。さらにダイナミック型ドライバー背

はない。コスパ高し！ （小原由夫）

ソニー

http://www.sony.jp/
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Denon

Premium
Overhead
Headphones

01

AH-D600
¥OPEN［ 密閉型 ］

投票

No.134

上位機譲りのこだわりが満載！
音質重視シリーズの中核モデル
Detail

SPEC ●型式 : 密閉型 ●ドライバー口径 :50mm ●再生周波数帯域 :5 〜 45,000Hz ●インピーダンス:25 Ω ●ケーブ
（ ケーブル含まず）●付属品:3 ボタンリモコン＆マイク付ケーブル（ 1.3m）、標準変換プラ
ルの長さ:3.0m ●質量:365g
グ、キャリングポーチ

ナノファイバー振動板を採用！

音楽ジャンルを問わない懐の深い音調
デノンのライフスタイルシリーズの中
でも、徹 底 的に音 質にこだわった ｢

上位機となる ｢ AH-D7100｣と同様、｢ナノファイバ
ー振 動 板 ｣ を採 用した新開 発ドライバーを搭載。
振動板を柔軟性の高いエッジで支えるフリーエッ
ジ構造により、共振周波数を下げ、低域まで無理
のない再生を実現している。

左）身体の関節のように、イヤーカップが頭の形に合わせて柔軟に
動く機構を採用。どんな状態でもしっかりと耳にフィットする。右）
付属品はカラビナ付きのジッパー付きポーチと標準プラグ、交換ケ
ーブルの3 種。着脱式ケーブルの導体はOFCを採用。室内向けの
3.5mと、3 ボタンリモコン＆マイク付きの1.3m が付属する。
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材の 5 角形イヤーパッドなどの採用によ
り、長時間の使用でもかなり快適だ。

ミュージックマニアック｣シリーズ。その

そのサウンドは抑揚表現の巧みな、ダ

メインモデルとなる｢AH-D600｣は、スタ

イナミックでメリハリの効いたサウンド。

イリッシュなフォルムを纏ったアラウン

しかも解像感も高く、演奏や歌声の細や

ドイヤータイプだ。フラグシップ機｢AH-

かなニュアンスまで的確に伝えてくれる

D7100｣譲りとなる、ナノファイバー製

ため、演奏がとてもリアルに感じられる

振動板を採用した新開発ドライバーを搭

し、ライヴ音源などを聴くと、会場の空

載するほか、グラスファイバーを配合す

気感までもがしっかりと感じさせる音場

ることで強度を高めた FRP 製ハウジング

の広さ、スケール感の大きさがある。帯域

や、導体には OFC 素材を採用する着脱式

幅も広く、低域はボトムエンドまで芯の

ケーブルなどが組み合わせられている。

しっかりした音が伸び、高域も鋭く突き

その結果、サウンド面では低域から高域

抜け感がある。おかげで音楽ジャンルを

まで優れた音響特性を発揮。一方ファッ

選ばずに、ハードロックからクラシック

ションアイテムとして、強い存在感をア

まで、幅広いジャンルをそつなくこなし

ピールするデザインとともに、装着感に

てくれる。この懐の深さはありがたい限

も細やかな配慮がされており、低反発素

りだ。（野村ケンジ）
問

PREMIUM HEADPHONE GUIDE

◀抽選で豪華商品が当たるプレゼントアンケートはこちら!

ディーアンドエムホールディングス

http://www.denon.jp/

Klipsch

STATUS
¥OPEN［ 密閉型 ］

投票

Premium
Overhead
Headphones

02

No.135

老舗ブランドが手掛けた
流麗なデザインの意欲機
Detail

SPEC ●型式 : 密閉型 ●ドライバー口径 :40mm ●再生周波数帯域 :16 〜 23,000Hz ●インピーダンス:32 Ω ●ケー
ブルの長さ:1.5m ●質量:328g ●付属品:3 ボタンリモコン＆マイク付きケーブル（ 1.5m）、標準変換プラグ、航空機用
変換プラグ、キャリングポーチ

好みで選べる2 色のカラバリ！

力強く透明感の豊かなソリッドな音調

ボディ素材には、高級アイウェアなどでも採用例
の多い、耐久性に優れたグリルアミド樹脂を使用。
カラーバリエーションはシックな印象のブラックと
随 所に施されたシルバーとグレーのポイント色が
映えるパールホワイトの2 色をラインアップ！

｢STATUS｣は、ハードロックカフェ系列

囲気を醸し出す。本体はコンパクトに折

店のオフィシャルスピーカーや、映画館

りたたむことができ、しっかりとした作

や劇場などの業務用スピーカーを手掛け

りの専用のキャリングケースも付属する

るクリプシュが、その技術を傾注して作

ので携帯性も高い。

り上げたオーバーヘッド型のフラグシッ

さて、そのサウンドだが、“ ソリッド ” と

プモデルだ。ハウジングは耐久性に優れ

いう言葉が相応しい、余分な色付けを排

たグリルアミド樹脂を使用した密閉型

したストレートなもの。同社の大型フロア

で、ドライバーユニットには独自開発の

スタンディング型スピーカーを彷彿させ

｢ダイナミック･ムービングコイル 40mm

るような、力強く透明感の豊かなサウン

スピーカー｣を搭載。イヤーパッドには低

ドである。また前述の通り、遮音性がすこ

反発材が用いられており、実際に装着し

ぶる高いため、楽曲の細かい情報が洩らさ

てみると、ホールド感が絶妙で遮音性も

ず耳へと届く。試しに電車の中でも使用し

きわめて高い。
左）イヤーカップには長時間の使用も快適な低反発素材を採用。
ケーブルは着脱式で、ストレートケーブルに加え、iPhone などに
対応した3 ボタンリモコン＆マイク付きケーブルを付属する。右）付
属品は持ち運びに便利なキャリングポーチに加え、標準変換プラ
グや航空機用変換プラグ、交換用ケーブルを同梱する。

問

手にした際の質感もプレミアムモデル

てみたが、ざわついた車内でも、まるでリ
スニングルームで聴いているように錯覚

と呼ぶに相応しい高級感を感じさせるも

するほどだ。音質の偏向もなく、ポップス

ので、全体的に丸みを帯びた流線型のデ

からジャズ、クラシックまで幅広く楽しめ

ザインとも相まってラグジュアリーな雰

る実力機といえよう。
（大橋伸太郎）

フロンティアファクトリー

http://www.klipsch.jp/
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Philips

Premium
Overhead
Headphones

03

Fidelio L2
¥OPEN［ セミオープン型 ］

投票

No.136

高音質とハイデザインを両立
洗練を極めたセミオープン型
Detail

SPEC ●型式 : セミオープン型 ●ドライバー口径 :40mm ●再生周波数帯域 :12 〜 25,000Hz ●インピーダンス:16 Ω
●ケーブルの長さ:1.1m ●質量:260g ●付属品: 標準変換プラグ、キャリングポーチ

選び抜かれたこだわりのパーツ

うねりと広がりを感じさせるサウンド

臨場感と深みのあるサウンドを実現する40mm 径
のネオジウムスピーカーを中心に、精密に設計され
たアルミ製ハウジングや、人間工学に基づいたアン
グル、低反発フォームをベロア素材で包んだイヤー
パッドなど、こだわりのパーツを随所に採用する。

口径 40mm のドライバーを搭載。マ

しらわれている。ファッション性にも優

グネットにはネオジウムを採用し、力強

れた上質なプロダクトデザインにも注目

い駆動を狙っている。また、形式はセミ

したい。

オープン型で、ポイントはハウジングに

そのサウンドは大きなうねりと広がり

採用されたメッシュ上のアコースティッ

を感じさせるものだ。ロックではベースや

クグリルとその内 部にある特 殊フィル

ドラムス、エレキギターなど各パートが一

ターの存在だ。これらによって内部の空

斉に鳴り響き、元気のよいバンドサウンド

気をコントロール。ドライバーが効率よ

を聴かせてくれる。ボーカルの立ち上がり

く、かつ素早く動作するよう調整されて

も素早く、伸びも十分だ。EDM では低域

いる。また、同時に音漏れの低減も図ら

が決してうるさくならず、ベースが快活に

れており、開放感を作り出しながらも、

動いているのがわかる。ジャズのトラン

遮音性能も高めるという相反したテーマ

ペットには程よい輝きが付加され、その

を両立させている。
左）オレンジのステッチが印象的なヘッドバンドはレーシングカー
のハンドルから、イヤーカップは管楽器のクラリネットから、ヘッド
バンドを調整する際のクリック音は高級時計から着想を得ている
という。ディテールへのこだわりは一線を画する。右）ベロア調の
キャリングポーチに加え、標準変換プラグを同梱する。
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外観も凝っており、黒をベースにしつ

バックで静かに鳴るピアノのタッチも正
確に伝わってくる。デザインの美しさと、

つも、ヘッドバンドのステッチやハウジ

サウンドクオリティが高いレベルで融合

ングを支えるパーツ、さらにマイクリモ

した、現在のヘッドホンシーンを代表する

コン部にオレンジがアクセントとしてあ

プロダクトといえるだろう。
（中林直樹）
問

PREMIUM HEADPHONE GUIDE

◀抽選で豪華商品が当たるプレゼントアンケートはこちら!

フィリップスエレクトロニクスジャパン

http://www.philips.co.jp/

Sennheiser

MOMENTUM On-Ear
¥OPEN［ 密閉型 ］

投票

Premium
Overhead
Headphones

No.137

04

音質にも素材にも妥協なし！
スタイリッシュなオンイヤー
Detail

SPEC ●型式 : 密閉型 ●ドライバー口径 :32mm ●再生周波数帯域 :16 〜 22,000Hz ●インピーダンス:18 Ω ●ケーブ
（ ケーブル含まず）●付属品 :3 ボタンリモコン＆マイク付きケーブル（ 1.4m）、キャリン
ルの長さ:1.4m ●質量 : 約152g
グケース

夏にぴったりな新色が登場！

クリアで力強いダイナミックなサウンド

従来のカラバリ
（ ブラック／ブラウン／レッド／アイ
ボリー／ブルー／グリーン／ピンク）に加えて、6 月よ
り新色 ｢ Samba｣ が仲間入り。その名が示す通り
サンバを彷彿とさせるイエローとグリーンのアクセ
ントが夏にぴったりの新色だ。

左）ヘッドパッドやイヤーパッドには、耐久性の高い人工皮革 ｢ア
ルカンターラ｣を採用し肌触りは抜群！ アーム部は、無段階にス
ライド調整が 可能でフィット感も上々。右）持ち運びの際にも安
心の大型キャリングケースと、交換用ケーブル2 種（ストレートタイ
プ／ 3 ボタンリモコン＆マイク付きタイプ）を同梱。

問

2012 年に始動した｢MOMENTUM｣シ

るためのこだわりが随所に散りばめられ

リーズは、ハイクオリティなサウンドと

ている。多彩なカラーバリエーションを

デザインの融合を掲げながら今日も順調

備え、ファッションアイテムとしても個

に進化を続け、今や “ ゼンハイザーの顔 ”

性にこだわる音楽ファンの定番だ。

となった感がある。その中核シリーズの

サウンドはクリアで伸びのある高 域

オンイヤーモデルとなるのが、この

と、力強いアタックを備える中域が持ち

｢MOMENTUM On-Ear｣だ。MOMENTUM

味。 低 域は重 心がしっかりと安 定し、

よりもやや小振りなハウジングに、両モ

シャープさとスピード感を兼備。また、

デル共通の 32mm 口径トランスデュー

スリリングにグルーヴするジャズベース

サーを搭載。ポータブル用途を中心に想

も本機の魅力のひとつ。帯域間の音のつ

定して、やや低域寄りのサウンドチュー

ながりはスムーズで、レンジを広く取り

ニングが施されている。また、ヘッドバン

過ぎず、エネルギーを収束させて放つダ

ドとイヤーパッドには、スエード調の高

イナミックなサウンドだ。ディテールの

級人工皮革｢アルカンターラ」を採用。丁

きめ細かさや彫りの深さも特筆もの。取

寧に磨き上げたステンレススチールの

り回しも快適で、ポータブル用途として

アームや、ヘッドバンドにあしらったス

きわめて高い完 成 度を誇るモデルであ

テッチなど、装着性とデザイン性を高め

る。（山本 敦）

ゼンハイザージャパン

http://www.sennheiser.co.jp/
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世界が認めるプレミアムサウンド

脈々と継承される
プロ機の血統。

世界各国の録音現場で
レファレンスモニターとして活躍する
AKGのヘッドホン。そのプロ機で
培われた音響設計のノウハウが、
惜しみなく注ぎ込まれた
ラインアップの魅力に野村氏が迫る。
文 / 野村ケンジ

写真 / 井上良一

Flagship

PROFESSIONAL

K812
¥ OPEN

投票

No.138

一切の妥協を排した AKG の最高峰
AKG 最大となる53mm の大口径ドライバーを
搭載。複合材を使用したダイヤフラムや、銅被
膜アルミニウムを使用した2 層構造のボイスコ
イルなど、独自技術を惜しみなく注ぎ込んだ、
プロフェッショナルシリーズの最高峰モデル。
SPEC ●型式 : オープンエアー型 ●再生周波数帯
域 : 5 〜 54,000Hz ●インピーダンス : 36Ω ●質量 :
398g（ ケーブル除く）

PROFESSIONAL L INE

国内初！
｢ HARMAN Store｣ が 誕 生。
AKG 製品を取り扱う世界最大のオーディオメ
ーカー、ハーマンインターナショナルの国内初
となる直営店が、7月18 日に東京ミッドタウン
にオープン！ 同社が取り扱う全てのブランド
の製品を実際に体感することができ、AKG の
ヘッドホン、イヤホンはもちろん、同社が取り
扱うJBLやharman/kardon などの ヘッドホ
ン、イヤホン、スピーカーをいつでもじっくりと
試聴することが可能。ぜひ足を運んでほしい。
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K712 PRO
¥ OPEN

投票

No.139

正確で緻密な描写
開放型上級モデル
HARMAN Store 東京ミッドタウン店
場所：東京都港区赤坂 9-7-3 E-0304
東京ミッドタウン ガレリア 3F
営業時間：11:00 〜 21:00（ 定休日: 不定期）
お問い合わせ：03-5413-8150

新 開 発ドライバーに よ
り、鮮明かつ量感豊かな
低 域を実 現。正 確 で 緻
密な 描 写 力を獲 得した
プロフェッショナルシリ
ーズの上級モデル。
SPEC ● 型 式 : オープンエアー型 ● 再生 周波 数 帯
域 :10 〜 39,800 Hz ● インピーダンス : 62 Ω ● 質
（ ケーブル除く）
量 : 298g

ラインアップを一貫する揺るぎないサウンド！
音楽の都、ウィーンに拠を構える AKG は、プロの現場で数々の実

の 40mm 径ドライバーは踏襲しつつ、音質のブラッシュアップを施

績を誇る “ 音のプロ ” から絶大な信頼を集めるブランド。“ 忠実かつ

したモデルで、弟モデルとして｢K612 PRO｣もラインアップされる。

自然な音を再現する”ことをブランドフィロソフィーとし、そのサウ

これらプロモデルの技術は、コンシューマーモデルにも巧みに落と

ンドは、レファレンスと呼ぶに相応しい、正確で音楽性豊かな表現

し込まれており、デザインこそ ｢K712 PRO｣とほぼ変わらないが、

を持ち合わせている。ここでは、そんな AKG を代表するプロモデル

ボーカルがよりエネルギッシュに感じられる ｢Q701｣や、密閉型ハ

を始め、その DNA を見事に継承したコンシューマーモデルまで、特

ウジングを採 用し、洗 練されたデザインが美しい ｢K550｣、その
｢K550｣のハウジングを小口径化し、使い勝手も追求したワイヤレ

に注目のモデルを紹介していこう。
まず、プロモデルの頂点となるのが｢K812｣。新デザインのボディ

スモデル｢K845BT｣など、いずれも AKG らしい上質なサウンドは健

に専用設計の大口径 53mm ドライバーを搭載し、1.5T（テスラ）
の

在。さらにイヤホンにもプロモデルの DNA を受け継ぐモデルは存在

強力な磁気回路や、複合素材のダイヤフラムなど、AKG の技術の粋

し、中でもカナル型イヤホンの最高峰｢K3003｣は、ダイナミック型、

を結集。正確無比かつ音楽の躍動感をリアルに伝え、AKG が目指す

バランスド・アーマチュア型のハイブリッドドライバー構成を採用

サウンドを見 事に体 現している。 そしてこれに続くのが ｢K712

し、イヤホンとは思えない広大な音場表現を獲得している。上質か

PRO｣。名機 ｢K701｣をオリジナルとする独自のオープンエアー構

つ広がり感のあるサウンド。ラインアップを一貫するこのサウンド

造や、｢バリモーション ･ テクノロジー｣と呼ぶ特徴的な振動板構造

こそ AKG ならではの魅力といえるだろう。

REFERENCE

K3003
¥ OPEN

投票

No.141

サイズを超えた
プレミアムサウンド
バランスド･アーマチュア･ドライバー 2 基、ダイ
ナミックドライバー 1 基からなる ｢ 3 ウェイ･ハイ
ブリッド･テクノロジー｣ を採用し、サイズを超
えた高品位サウンドを実現。他の追 随を許さ
ないカナル型イヤホンのフラグシップモデル。
SPEC ●型式 : バランスド･アーマチュア型 ●再生
周波数帯域 :10 〜 30,000Hz ●インピーダンス :8 Ω
●質量 :10g（ケーブル除く）

REFERENCE

Reference

K550
¥ OPEN

投票

No.142

開放型に迫る広大なステージ
マイラ ー 素 材 を 振 動 板 に 採 用した 大 口 径
50mmドライバーを搭載。密閉型ながらもオー
プンエアー型を髣髴とさせる広大なサウンドス
テージを実現したレファレンスシリーズ初とな
る密閉型モデル。
SPEC ● 型 式 : 密 閉 型 ● 再 生 周 波 数 帯
域 :12 〜28,000Hz ●インピーダンス:32 Ω
（ ケーブル除く）
●質量:305g

REFERENCE LINE

K612 PRO
¥ OPEN

投票

No.140

Q701
¥ OPEN

K845BT
投票

No.143

¥ OPEN

投票

上位機の性能を
継ぐ本格派モデル

ホーム用開放型の
実力派代表モデル

Bluetooth 対応の

プロフェッショナルシリ
ーズのエントリーモデル。
2 種 類 の 素 材を組 み合
わせた｢ Two-layer ダイ
ヤフラム｣ 構造を採用し
たオープンエアー型。

有名音楽プロデューサー、
クインシー ･ジョーンズと
のコラボにより、高いレ
ベルの解像度、再現性を
実現したオープンエアー
型の代表的モデル。

ポータブル用途を想定し
た｢K545｣にNFC 対 応の
Bluetooth 機 能 を 搭 載。
50mm の大口径ドライバ
ーによる高品位サウンド
を快適に味わえる意欲機。

SPEC ● 型 式 : オープンエアー型 ● 再生 周波 数 帯
域 :12 〜 39,500Hz ●インピーダンス :120 Ω ● 質
（ ケーブル除く）
量 : 256g

SPEC ● 型 式 : オープンエアー型 ● 再生 周波 数 帯
域 :10 〜 39,800Hz ●インピーダンス : 62Ω ● 質量 :
235g（ ケーブル除く）

●お問い合わせ先: ハーマンインターナショナル ☎ 0570-550-465 http://akg.harman-japan.co.jp/

No.144

NEW

ワイヤレスモデル

SPEC ● 型 式 : 密 閉 型 ● 再 生 周 波 数 帯 域 :20 〜
20,000Hz ● インピーダ ンス:32 Ω ● 質 量 :292g

（本体のみ）
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｢Advanced AL32 Processing｣搭載！

伝統と革新。
待望の新星が
ついに始動！

国内オーディオブランドの代表格、
デノンから
待望のポータブルヘッドホンアンプが登場！
高級オーディオの開発で培われた技術が
凝縮したこの意欲機を、
野村氏がいち早く体感。
ファーストインプレッションをお届けする
！
文／野村ケンジ 写真／井上良一

Denon

※写真は試作機のため、最終的な
外観は変更になる場合があります

USB DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ

DA-10

￥OPEN（10月発売予定）

投票

DETAIL
No.145

Hi-Fi技術が結集した超注目モデル！
デノン初となるポータブルヘッドホンアンプがいよいよデビューを果
たす。モデル名は ｢DA-10｣。昨今、国内大手メーカーから、ポータ
ブルヘッドホンアンプの発売が相次いでいるが、｢DA-10｣ の完成度
の高さは一線を画すといっても決して過言ではない。最大192kHz
/24bitのPCM、5.6MHzのDSDへの対応に加え、高精度デュア
ルクロックの採用や高級感溢れるアルミ製ボディ、最適化された内
部レイアウトなど、高級オーディオ機器を手がけ続けるデノンならでは
の高音質技術が随所に投入されているのだ。 中でも注目なのは
｢Advanced AL32 Processing｣ の搭載。入力されたPCMの音
源を32bitまでアップコンバートすることで、ノイズや歪みを徹底的に
排除し、上質なサウンドを実現する。一般的なイコライザー調整や

PCM
2.8MHz
5.6MHz DSD

192kHz
24bit

Hi-Fiオーディオの技術を搭載
デノンの高級オーディオにも採用される、
アナログ波形再現技術 ｢Advanced
AL32 Processing｣ を搭載。入力さ
れたPCM音源に対し、ビッ
ト拡張やデ
ータ補完を行うことで、デジタル変換の
過程で失われた本来のアナログ信号の
滑らかな波形を再現！

FRONT

先進フォーマットにフル対応！
DACチップには、TI社製「PCM1795」
を採用し、 最大192kHz/24bitの
PCM、
5.6MHzのDSDの入力に対応。
接 続 機 器 のクロックを使 用 せず 、
DA-10に搭載されたマスタークロックで
制御を行うアシンクロナス転送により、
ジッターフリー伝送を実現！

Advanced

AL32
Processing
REAR

音質補完技術とは異なり、楽曲データが持つ表現を正確に再現して
くれるため、本来の音楽性を損ねることなく存分に楽しめるのだ。
試作機を試聴する機会を得たが、その正確で緻密な音質傾向は、
ポータブル機器であることを忘れてしまいそうなほど。歪みとは無縁の、
それでいて活き活きとした表現を持つサウンドで、いやがおうにも製
品版への期待が高まる。実売価格が4万5千円前後と予想される。
発売を心待ちにしたい注目モデルだ。

SPEC ●最大出力:未定 ●周波数帯域:2〜100,000Hz ●音声入力:USB(A×1、マイクロB×
1)、ステレオミニ×１ ●音声出力：ステレオミニ×1
（ヘッ
ドホン出力との切替式）●ヘッ
ドホン出力:ス
テレオミニ×1 ● 対 応サンプリング周 波 数 ／ 量 子 化 b i t 数 : P C M → 1 9 2 k H z / 2 4 b i t 、
DSD→5.6MHz ●バッテリー持続時間:約7.5時間
（デジタル接続時）●外形寸法:63W×27H×
136Dmm ●質量:220g

●お問い合わせ先: デノンお客様相談センター ☎0570-666-112 http://www.denon.jp/

提供／ディーアンドエムホールディングス
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ハイレゾ対応＆New
「K2テクノロジー」
搭載！

原音の感動を手のひらに。
心震わすポータブルアンプ
“原音探究”を追求するJVCから、
待望のポータブルヘッドホンアンプが登場！
原音の持つ魅力を余すことなく堪能できるこの意欲機の魅力に、
折原氏が迫る！
文／折原一也

写真／井上良一

多彩な機器とデジタル接続が可能！
SU-AX7は、多彩な機器とのボーダレスな接続を実
現しており、USB端子や光デジタル端子の搭載に
より、PCやiPhone、ハイレゾ対応ポータブルプレ
ーヤーとのデジタル接続が可能！ デジタル接続時
の 入 力 信 号は、 J V C 独自の 高 音 質 化 技 術
New ｢K2テクノロジー｣ により、高音質化が可能
なので、様々なデジタルコンテンツをハイレゾ･クオリ
ティで楽しむことができる！

JVC

SU-AX7

￥OPEN

投票

No.146

ハイレゾ音源への対応や、入力された全てのデジタル音源を高音質化する
New ｢K2テクノロジー｣ の搭載など、先進のデジタル技術に加え、ハイフ
ァイオーディオの設計で培われた技術とノウハウが高次元で融合。まさに ｢
原音探究｣ へのこだわりが感じられるJVC初のポータブルヘッドホンアンプ。

New｢K2テクノロジー｣を搭載！

利用シーンを問わずにハイレゾ体験！
JVCから待望のポータブルヘッドホンアンプ、｢SU-AX7｣ が登
場した。ハイレゾ音源への対応はもとより、注目なのは、様々な音
声ファイルを高音質で楽しめる独自技術、New ｢K2テクノロジー｣
の搭 載だ。 例えばC Dクオリティ
（ W A V ）のファイルであれば、
176.4kHz／24bitのハイレゾクオリティに。デジタル入力信号であ
れば、
ネッ
ト動画や映画といった映像コンテンツの音声さえも、
より 原
音 に近づけて楽しめる。デジタル接続に対応した機器も多彩で、
iPhone、PCを始め、光デジタル入力も搭載。ポータブル用途だ
けでなくオーディオシステムへの組み込みも網羅する。もちろんアナ
ログ入力にも対応し、その利用シーンは実に幅広い。
試聴はiPhoneとのデジタル接続で行った。ハイレゾ音源はより

K2テクノロジーとは、JVCが誇る独自のデジタル高音質化技術で、スタジオで収録
されたマスター音源を変換、圧縮する際に失われてしまう音楽情報を、ビット拡張、
周波数帯域拡張で再生成。 波形補正を施すことで原音に極めて忠実な高音質で
再生することが可能な技術。 MP3などの非ハイレゾ音源だけでなく、ハイレゾ音源
に対しても効果を発揮し、音源の持つ感動を余すことなく味わうことができる！

音質にこだわったハード設計！
入力

USB／電源
出力

ナチュラルな空間を生み出し、圧縮音源はNew ｢K2テクノロジー｣
の効果により、キメ細かな密度と美しい高域が感じられる。さらに動
画やスマホアプリのBGMも、すぐ違いに気が付くほど高音質で再生
されるのが実に面白い。シーンを問わずにハイレゾ体験を味わえる
JVCの ｢SU-AX7｣。今後のトレンドモデルになるのは間違いない
だろう。

アナログ

デジタル

ハイファイオーディオの開発で蓄積されたノ
ウハウや設計思想が随所に活かされてい
る。本体内部の高剛性シャーシは外部から
の振動を最低限に抑えるためにフローティン
グ構造を採用。回路レイアウトも、デジタル
部とアナログ部、電源部を明確に分離した
レイアウトを採用するなど、高級オーディオ
機器並みのこだわりが詰め込まれている。

SPEC●最大出力:140mW×2（16Ω）●周波数特性:10〜100,000Hz（ LINE
IN）●音声入力:USB
（A×1、マイクロB×1）
、光デジタル×1、ステレオミニ×1 ●ヘッ
ドホン出力:ステレオミニ×1 ● 対 応サンプリング周 波 数 / 量 子 化 b i t 数 : 1 9 2 k H z
/24bit ●バッテリー持続時間:最大約12.5時間（アナログ接続時）●外形寸法
:75.2W×25H×140.2Dmm ●質量:280g

●問い合わせ:JVCケンウッドカスタマーサポートセンター ☎0120-2727-87

http://www3.jvckenwood.com/

提供／JVCケンウッド
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ポータブルヘッドホンアンプ

iFI-Audio
¥OPEN

投票

micro iDSD

No.147

SPEC ●バッテリー駆動時間：最大約12 時間 ●外形寸法：67W ×28H×177Dmm ●重量：310g

768k
H
PCM z/32bit
22 . 4
M
DS D H z
に対
応！

驚愕のスペックを誇る
モンスターマシン誕生！

現在考えられる最高スペックのハイレゾ音源に対応、
そして最大出力は4000mW。
ヘッドホンにあわせて様々にチューニングできる多彩な独自機能までも搭載したモンスターマシンが
ついにこの夏、ベールを脱ぐ。野村ケンジ氏が早速レポート！

Detail

革新のテクノロジーで、
よりピュアに。

1

2

3

ポータブルオーディオ、いやデジタルオーディオの世界に大きな
変革をもたらしてくれそうな製品が誕生した。そういいたくなるく
のコンセプトは革新的なのだ。もちろん、コン
らい、
「micro iDSD」
シューマー向けモデルとしては世界初となる、768kHz までのリニ
ア PCM、22.4MHz
（DSD512）
までの DSD 対応というだけでも驚き
だが、素晴らしいのは、ピュアさ、正確さに関して徹底的にこだわっ
た設計思想だ。たとえば、DSD ファイルは
「micro iDSD」
内部でリ
ニアPCM変換されることのないよう、DACチップのチョイスから動
作プログラムの自社開発まで、完璧なビットパーフェクト（データ
欠落や変調の全くない）を追求している。ちなみに DAC チップは
デュアルコア・4 チャンネル・8 シグナルのバーブラウン製だ。一方、
ユーザビリティにも配慮。鳴りやすいイヤーモニターから鳴りにく
い高級ヘッドホンまで、すべての製品で最適なサウンドが実現でき
るよう幅広い設定を用意する。光デジタル入力／同軸デジタル入力
＆出力の 3 機能兼用端子を搭載、アナログ RCA 出力なども用意さ
れており、プリアンプとしても使える。4800mAh のリチウムポリ
マーバッテリーを搭載し、連続12時間使用できるほか、1.5Aの充電
用USB端子により、スマホへの給電ができる「スマートパワー・ポー
タブル」
も嬉しい限りだ。
（野村ケンジ）
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1.フロントパネル。ボリュームノブとヘッドホン端子のほか、歪みない低音を
もたらす
「 XBass」
、リアルな広がり感をもたらす
「 3D ホログラフィックサウ
ンド・システム」のツマミも。ちなみに3.5mmアナログ音声入力端子はDAC
を通さずアナログ回路直 結。 2.リアパネル。信号を純 化する独自技 術
iPurifier Liteを実装した USB 端子、3 機能兼用デジタル音声端子、アナ
ログ音声出力を装備。プリアンプモード→DACモードの切替によりRCA 出
力が固定・可変と変化、出力ゲインが0dbと-6dbで切替できる。 3. ヘッド
ホンの能率にあわせてパワーモード
（Turbo/Normal/Eco）
やiE Match
（Off
（0db）
/High Sensitivity（-12db）/Ultra Sensitivity（-24db））が切替可能。
カスタムIEMから平面駆動ヘッドホンまで50dB の能率差に対応できる。そ
のほかデジタルフィルター
（ Bit-Perfect/Minimum Phase/Standard）や
位相反転スイッチ
（正・逆）も搭載。使いこなしの幅広さも怪物級！
4

4. 写 真のとおり、Apple のカメラア
ダプタを直 挿し可 能で、iPhone と
もスマートに接続可能。オンキヨー
の 再生アプリ
「 HF Player」などを
使えば、ハイレゾを持ち運んで楽し
める！しかも最大 768kHz/ 32bit の
PCM 音 源 と 最 大 22.4MHz の DSD
音源に対応する。

お問い合わせ：オフィス ENZO ☎ 050-3631-5749 http://ifi-audio.jp/

厳選！ヘッドホンアンプ

AUDIO-TECHNICA

AT-HA30USB
¥20,000（税抜）
〈USB DAC内蔵 ポータブルヘッドホンアンプ〉
オーディオテクニカ http://www.audio-technica.co.jp/

投票

No.148

PCでもiPhoneでも手軽にハイレゾ！
「AT-HA30USB」は、超小型ボディに最大96kHz/24bitまでのPCM音
源の再生に対応するUSB DAC機能を内蔵したスティックタイプのヘッドホ
ンアンプ。 USBバスパワー駆動に対応し、Windows（ XP以降）、Mac
（OS X以降）
ともに標準ドライバーで動作するため、PCに差し込むだけの
簡単セッティングでハイレゾ音源を楽しむことが可能だ。またiPhone5s
（iOS7）
とも、Apple純正ケーブル｢Lightning-USBカメラアダプタ｣経由
でデジタル接続できるので、コンパクトなボディを活かし、手軽にポータブ
ルハイレゾシステムを構築することもできる。サウンド面にもこだわっており、
カップリングコンデンサーレス回路の搭載により、深みのある低音を実現。ボ
ディには剛性の高いアルミニウム材を使用し質感も上々。ハイレゾ音源を気
軽に楽しみたい方におすすめのヘッドホンアンプだ。
（編集部）
USBバスパワー駆動に対応し、
PCのUSB端子に差し込むだけ
の簡単接続で、手軽にハイレゾ
音源を楽しむことが可能。ボディ
に配されたロゴは、L E Dインジ
ケーターを兼 ねており、 4 8 /
4 4 . 1 / 3 2 k H z 伝 送 時は青 色 、
9 6 k H z 伝 送 時は赤 色に点 灯 。
使い勝手も抜群だ。

SPEC ●最大出力:13mW×2
（32Ω）●周波数特性:10〜40,000Hz ●音声
入力:USB
（A×1） ●ヘッドホン出力:ステレオミニ×1 ●対応サンプリング周波数/
量子化bit数:96kHz/24bit ●外形寸法:61.5W×10.6H×21Dmm ●質量:約
15.5g

ADL

A1
¥49,800（税抜）
〈USB DAC内蔵 ポータブルヘッドホンアンプ〉
フルテック http://www.furutech.com/

投票

No.149

DSD対応を果たしたADLの最新モデル
「ADL
（Alpha Design Labs）
」
は、高級オーディオケーブルやコネクタを手が
けるフルテックが、小型でコストパフォーマンスの高いプロダクトを送り出すた
めに立ち上げたブランドだ。これまでにヘッドホン｢H118｣や、iOS端末に対
応するUSB DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ｢X1｣を送り出し、高い評
価を得ている。｢A1｣はX1と対をなすような位置付けで、一部のAndroid端末
とのデジタル接続
（最大48kHz/16bitまで対応）
を可能にしたモデル。X1同
様、最大192kHz/24bitまでのPCM音源に加え、新たに最大5.6MHzの
DSD音源をサポートした。
まず、ハイレゾのロックを聴いてみると、ボーカルやギター、ベースがぐっと
引き立ってくるのがわかる。これはDAC性能に加えて、内蔵アンプのパワー
によるものだろう。クラッシックの弦楽器はゆったりと広がり、立体的な音場を
描き出す。音色のナチュラルさも魅力的だ。
（中林直樹）

SPEC ●最大出力:80mW×2
（16Ω）●周波数特性:非公開 ●音声入力:USB
（A×1、ミニB×1）
、光デジタル
（ミニ）
×1、ステレオミニ×1 ●音声出力:光デジタ
ル
（ミニ）
/ステレオミニ兼用×1 ●ヘッドホン出力:ステレオミニ×1 ●対応サンプリン
グ周波数/量子化bit数:PCM→192kHz/24bit、DSD→5.6MHz ●バッテリー
持続時間:最大7.5時間 ●外形寸法:68W×16.5H×118Dmm ●質量:約150g

ポータブルデバイスとの組み合わ
せに最適なスリムボディは、ヘア
ライン加工が高級感を演出する
アルミ仕上げのパネルと、マット
な感触のABSプラスチックの組
み合わせで質感も上々。 天面パ
ネルには、LEDインジケーターが
配されており、 入力信号を一目
で確認することが可能だ。
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厳選！ヘッドホンアンプ

Denon

DA-10
¥OPEN（10月発売予定）
〈USB DAC内蔵 ポータブルヘッドホンアンプ〉
ディーアンドエムホールディングス http://www.denon.jp/

投票

No.150

伝統のデジタル技術を小型ボディに凝縮！
「DA-10」は、国内オーディオブランドのリーディングカンパニーであるデノン
が、満を持して投入する初のUSB DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプだ。
DACチップにはTI社製｢PCM1795｣を採用し、最大192kHz/24bitまでの
PCM音源に加え、最大5.6MHzまでのDSD音源の入力にも対応。iOS端
末とのデジタル接続に対応するほか、手持ちのオーディオシステムに接続可
能な出力固定のラインアウト、ゲイン切り替えスイッチも備える。
機能面でのフィーチャーは、同社が高級オーディオ機器の開発で生み出した
アナログ波形再現技術、
｢Advanced AL32 Processing｣の搭載。入力された
PCM音源に対し、ビット拡張やデータ補完を行い、デジタル変換の過程で失
われた本来のアナログ信号の滑らかな波形を再現することが可能だ。伝統の
デジタル技術が惜しみなく盛り込まれた、注目のヘッドホンアンプだ。
（編集部）
ヘアライン加工が施されたスタイ
リッシュなアルミ素材のボディで、
大きさもiPhoneとの組み合わせに
ジャストなサイズ。ボリュームノブ
の不用意な回転を防ぐボディデザ
インや、iPhoneと重ねた際に本
体同士の擦れを防ぐゴム素材の
クッションの配置など、携帯時の
配慮も抜かりないデザインだ。

SPEC ●最大出力:未定 ●周波数特性:2〜100,000Hz ●音声入力:USB
（A×
1、マイクロB×1）
、ステレオミニ×１ ●音声出力：ステレオミニ×1
（ヘッドホン出力
との切替式）●ヘッドホン出力:ステレオミニ×1 ●対応サンプリング周波数／量子
化bit数:PCM→192kHz、DSD→5.6MHz ●バッテリー持続時間:約7.5時間
（デジタル接続時）●外形寸法:63W×27H×136Dmm ●質量:220g

Deff Sound

DDA-DAC1U
¥OPEN〈USB DAC内蔵 据え置き型ヘッドホンアンプ〉
ディーフ http://deﬀ.co.jp/

投票

No.151

物づくりへのこだわりが詰まった逸品
「DDA-DAC1U」
は、美しいデザインと高い質感で好評を得るディーフから登場
したUSB DAC内蔵の据え置き型ヘッドホンアンプだ。トップに設けられた大型
のボリュームノブは、アルミ削り出し素材を採用。操作時の感触にもとことん
心血が注がれており、ハイファイオーディオ機器に欠かせない物づくりへのこだ
わりを感じさせる。性能面でも高音質を追求する独自の思想が貫かれており、
DSDのネイティブ再生への対応など、クオリティと最新技術の融合が光る。
サウンド傾向はウォームだが、決して鈍いわけではない。重心はどっしりと低く、
解像度の高さで細部のディテールを引き出し、ハイレゾ音源ならではの密度感を
感じさせる。駆動力も高く、大きい音の背後に埋もれがちな微少音の描写も緻
密だ。SHANTIの
『Talking Low』
では、オーガニックヴォイスと称される彼女の
声質とニュアンスを乱すことなく、魅力たっぷりに引き出してくれた。
（鴻池賢三）

SPEC ●最大出力:50mW×2
（32Ω）●周波数特性:10〜40,000Hz ●音声
入力:USB
（B×1）
、光デジタル×1、ステレオミニ×1 ●音声出力:ステレオミニ×
1、光デジタル×1、アナログLR
（RCA）
×1 ●ヘッドホン出力:ステレオ標準×1、
ステレオミニ×1 ●対応サンプリング周波数/量子化bit数:PCM→96kHz/24bit、
DSD→2.8MHz ●外形寸法:110W×35H×108Dmm ●質量:約350g

抽選で豪華賞品が当たる
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◀ プレゼントアンケートはこちら！

USBオーディオコントローラーに
は、様々検証を経て採用を決め
たというS A V I T E C H 社 製 の
｢BRAVO-X SA9027 32bit
USB Audio Controller｣を搭
載。 96kHz/24bitのPCM音
源 、2 . 8 M H zのD S D 音 源に、
32bitの高分解能で対応する。

厳選！ヘッドホンアンプ

iFI-Audio

nano iDSD
¥25,000（税抜）
〈USB DAC内蔵 ポータブルヘッドホンアンプ〉
オフィスENZO

http://iﬁ-audio.jp/

投票

No.152

11.2MHz DSD対応のハイスペック機
「 n a n o i D S D 」は、コンパクトにまとめられたアルミ製ボディに、 最 大
384kHz/32bitまでのPCM音源と11.2MHzのDSD音源という、ハイスペ
ックフォーマットに対応するUSB DAC機能を内蔵。さらに最大10時間もの
駆動が可能なリチウムイオンバッテリーを内蔵し、ポータブル用途にまで対
応したUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ。 現状で11.2MHzのDSD音源に
対応する数少ないモデルであり、さらに｢Lightning-USBカメラアダプタ」
を
活用することで、iOS端末からもハイレゾ音源を再生することができる点も嬉
しいかぎり。実に使い応えのある高機能モデルである。
実際のサウンドもなかなかのもの。良好なS/N感によって、演奏がよりダ
イレクトかつリアルに伝わってくる。こと音質に関しても、とてつもなく良好な
コストパフォーマンスを持ち合わせる製品といえるだろう。
（野村ケンジ）
音 声 出 力 端 子 の 充 実もn a n o
iDSDの大きな魅力。 本機を高
精度なDDCとして活用できる同
軸デジタル出力や、汎用性の高
いアナログLR（RCA）出力など、
手持ちのオーディオシステムと組
み合わせれば、ポータブルだけで
なく、ホームリスニングでも様々
なスタイルに対応できる。

SPEC ●最大出力:130mW×2
（16Ω）●周波数特性:非公開 ●音声入力:USB
（B×1）●音声出力:同軸デジタル×1、アナログLR
（RCA）
×1 ●ヘッドホン出力:
ステレオミニ×1 ●対応サンプリング周波数/量子化bit数:PCM→384kHz/
32bit、DSD→11.2&12.4MHz ●バッテリー持続時間:最大10時間以上 ●外
形寸法: 68W×28H×158Dmm ●質量:162g

JVC

SU-AX7
¥OPEN〈USB DAC内蔵 ポータブルヘッドホンアンプ〉
JVCケンウッド http://www3.jvckenwood.com/

投票

No.153

｢K2テクノロジー｣でハイレゾを堪能！
｢SU-AX7｣は、JVCが満を持して送り出す、初のポータブルヘッドホンアンプ。
最大192kHz/24bitのハイレゾ音源に対応したUSB DAC機能に加え、iOS
端末とのデジタル接続に対応。さらに光デジタル音声入力も備え、ハイファイ
オーディオ機器や、ポータブルハイレゾプレーヤーなど、多彩な機器とのデジタ
ル接続が可能だ。 機能面での目玉は、 独自のデジタル高音質化技術、
New｢K2テクノロジー｣の搭載。MP3などの圧縮音源を最大192kHz/24bit
にハイレゾ化することはもちろん、ハイレゾ音源に対しても効果を発揮。入力さ
れたデジタル信号の全てをより高音質で再生することができる。内部構造にも
抜かりはなく、デジタル部とアナログ部を明確に分離した回路レイアウトの採用
や、振動に強い｢フローティング構造｣の採用など、ハイファイオーディオ設計
で培われた技術も惜しみなく投入された、注目のモデルだ。

＜New「K2テクノロジー」概念図＞
▲レベル

高周波帯域拡張

16bit

微小信号拡張
24bit

微小信号の表現力を
改善する拡張

22.05kHz

88.2/96kHz

再生周波数

▲

SPEC ●最大出力:140mW×2
（16Ω）●周波数特性:10〜100,000Hz ●音
声入力:USB
（A×1、マイクロB×1）
、光デジタル×1、ステレオミニ×1 ●ヘッドホ
ン出力:ステレオミニ×1 ●対応サンプリング周波数/量子化bit数:192kHz/24bit
●バッテリー持続時間:最大12.5時間
（アナログ接続時）●外形寸法:75.2W×
25H×140.2Dmm ●質量:280g

広帯域な音楽再現に
改善する拡張

CD音源
（44.1kHz/16bit）
サンプリング周波数
再生周波数 20kHz

SU-AX7は独自のデジタル高音
質化技術New｢K2テクノロジー｣
を搭載。 入力されたデジタル信
号に対して、ビット拡張、 帯域
拡 張 、 波 形 補 正を行うことで、
非ハイレゾ音源をハイレゾ化、ハ
イレゾ 音 源もより高 音 質 化し、
原 音が 持つ空 気 感を繊 細に表
現することが可能だ。
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ONした波形です。
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厳選！ヘッドホンアンプ

NuForce

Icon uDAC3
¥14,000（税抜）
〈USB DAC内蔵 据え置き型ヘッドホンアンプ〉
フューレンコーディネート http://www.nuforce.jp/

投票

No.154

デスクトップで活躍する超小型アンプ
Icon uDACシリーズの第3世代モデル。ピルケースほどのコンパクトなボ
ディに最大96kHz/24bit対応のDACチップを搭載。 PCとの接続に使
用するmicroUSBのほか、同軸デジタルとアナログ音声出力、ヘッドホン
出力を備え、例えばスペースの限られたデスクトップで、音楽再生環境を
つくるのにも好適だ。 3代目になってUSBアシンクロナスモードに対応した
ほか、DACや回路設計を前機種からブラッシュアップ。 boost回路の搭
載により音楽再生のスピード感も高まった。
クラシックは高域のキレや伸びがいっそう引き立つ。 弦楽器の和音の余
韻がフワッとワイドレンジ方向に広がりをみせる。ロックやクラブ系のサウン
ドは中低域に自然な力強さが加わり、演奏に緊張感が漲る。ノイズを低く
抑えた透明なサウンドも魅力的である。
（ 山本 敦）
女性の手のひらにも収まるほどの
コンパクトボディながらも、 音声
出力端子として同軸デジタル1系
統、アナログLR(RCA)1系統を
搭載。デスクトップでの使用はも
ちろん、手持ちのオーディオシス
テムに組み込んで本格的なPC
オーディオを楽しむことも可能だ。

SPEC ●最大出力:80mW×2
（16Ω）●周波数特性:20〜20,000Hz ●音声
入力:USB
（マイクロB×1）●音声出力:同軸デジタル×1、アナログLR
（RCA）
×1
●ヘッドホン出力:ステレオミニ×1 ●対応サンプリング周波数/量子化bit数
:96kHz/24bit ●外形寸法:21W×68H×42Dmm ●質量:83g

hibino/iBasso

MICRO PRECISION DH1
¥OPEN〈USB DAC内蔵 据え置き型ヘッドホンアンプ〉

ヒビノインターサウンド
http://www.hibino-intersound.co.jp/ibasso̲audio/

投票

No.155

先進ハイレゾフォーマットにフル対応の実力派！
ヒビノインターサウンドとiBasso Audioが、日本市場からの要望に応えるた
めに共同で立ち上げた新ブランド｢hibino／iBasso｣。その第一弾となる据え
置き型ヘッドホンアンプが、この｢MICRO PRECISION DH1｣。小型ボディ
ながらも性 能 は 本 格 派で、D A Cチップ には 、T I 社 製 3 2 b i t D A C
「PCM1795｣を採用。最大192kHz/32bitまでのPCM音源の再生に対応
するほか、 専用ドライバーにより、ASIO2.1とDoP に両対応。 最大
5.6MHzまでのDSD音源のネイティブ再生が可能だ。さらに、2系統の独立
したクロックで制御するアシンクロナスモードの搭載や、USB Audio Class
2.0にも対応。USBバスパワー駆動への対応に加え、対応インピーダンスも
16〜300Ωと幅広く、使い勝手も抜群。価格も手頃でコストパフォーマンス
にも優れたモデルだ。
（編集部）

SPEC ●最大出力:200mW×2
（16Ω）●周波数特性:10〜45,000Hz ●音声
入力:USB
（ミニB×1）●音声出力:ステレオミニ×1 ●ヘッドホン出力:ステレオミニ
×1 ● 対 応サンプリング周 波 数 / 量 子 化 b i t 数 : P C M → 1 9 2 k H z / 3 2 b i t 、
DSD→5.6MHz ●外形寸法:52W×12H×93Dmm ●質量:82g

抽選で豪華賞品が当たる
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熟練した職人の手作業によるヘ
アライン加 工が施された薄 型ボ
ディで、 接 続 端 子もシンプル。
前面パネルには、64ステップの
デジタルボリュームを搭載し、細
やかなボリューム調整が可能だ。
ギャングエラーもきわめて少なく、
全ての音量で高音質なサウンド
を楽しむことができる。

厳選！ヘッドホンアンプ

Onkyo

DAC-HA200
¥OPEN〈USB DAC内蔵 ポータブルヘッドホンアンプ〉

オンキヨーマーケティングジャパン http://www.jp.onkyo.com/
投票

No.156

iPhone連携に優れたハイレゾ対応ポータブル機
「DAC-HA200」
は、ティアックとオーディオ製品の開発で提携しているオン
キヨーから登場した、USB DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ。DACチ
ップには、バーブラウン社製｢PCM5102｣を搭載し、アンプ部にはプッシュ
プル構成のディスクリート回路を採用。入力端子も豊富に備え、USB端子
はLightningケーブルによるiPhoneとの直結が可能だ。iPhoneとのデジタ
ル接続では、オンキヨーのハイレゾ対応プレーヤーアプリ｢HF Player｣と連
動し、最大96kHz/24bitの入力に対応。しかも本機との接続時は有料版
のHDプレーヤーパックを無料で利用できる点も嬉しいポイントだ。
そのサウンドは、空間スケールを大きく出す傾向で、音場の見通しは抜
群。 高域をスムーズに伸ばす一方、低音もタイトでレンジもワイド。自宅で
も外出先でも活躍してくれる頼もしいヘッドホンアンプだ。
（折原一也）
DACチップにはバーブラウン社
製｢PCM5102｣、オペアンプに
は新日本 無 線 社 製 ｢ M U S E S
8920｣を搭載。また、プッシュ
プル構成のディスクリート回路の
採用など、随所に音質へのこだ
わりが詰め込まれており、モバイ
ル環境でも高品位なサウンドが楽
しめる。

SPEC ●最大出力:145mW×2
（32Ω）●周波数特性:10〜100,000Hz ●音
声入力:USB
（A×1、マイクロB×1）
、光デジタル
（ミニ）
/ステレオミニ兼用×1 ●
ヘッドホン出力:ステレオミニ×1 ● 対 応サンプリング周 波 数 / 量 子 化 b i t 数
:96kHz/24bit ●バッテリー持続時間:最大約11時間
（AUDIO IN）●外形寸法
:64W×21.7H×112Dmm ●質量:210g

Sennheiser

HDVD 800
¥OPEN〈USB DAC内蔵 据え置き型ヘッドホンアンプ〉
ゼンハイザージャパン http://www.sennheiser.co.jp/

投票

No.157

バランス出力に対応したハイレゾ対応モデル
ヘッドホンブランドの雄、ゼンハイザー渾身のUSB DAC内蔵据え置き型ヘッ
ドホンアンプだ。内部はフルバランス構成の左右シンメ
トリー構造を採用。バー
ブラウン社製DACチップの搭載により、全てのデジタル入力において、最大
192kHz/24bitのハイレゾ音源をサポートする。サウンドチューニングについて
は、同社のヘッドホン｢HD 800／HD 700／HD 650｣との完全なマッチング
が図られており、各ヘッドホンの実力を本機で最大限に引き出すための、交換
用バランス駆動ケーブルもラインアップする。
試聴はHD 800と組み合わせて行ったが、これぞ 横綱の貫禄 といった堂々た
るサウンドだ。低域の透明感と中高域の緻密な描写力は圧倒的で、情報量がと
てつもなく豊富。オーケストラは楽器の音色が彩りに満ちる。バランス接続で試
聴すると、ノイズっぽさが消え失せ、より一層リアリティが向上する。
（山本 敦）

SPEC ●最大出力:480mW×2（600Ω/バランス）●周波数特性:10〜
100,000Hz ●音声入力:USB（B×1）、光デジタル×1、同軸デジタル×1、
AES/EBU×1ほか ●音声出力:アナログLR(XLR)×1 ●ヘッドホン出力:ステレオ
標 準×2 、X L R（４p i n ）×2 ● 対 応 サンプリング 周 波 数 / 量 子 化 b i t
数:192kHz/24bit ●外形寸法:217W×55H×324Dmm ●質量:2.25kg

ノイズの影響を受けにくく、独立し
た左右チャンネルへの信号伝送に
より、空間再現力に優れたバラン
ス接続対応のヘッドホン出力を2
系統搭載。 対応ヘッドホンをバラ
ンス駆動できる専用のリケーブル
も用意されており、ゼンハイザー
が誇る名機のポテンシャルを余す
ことなく引き出すことが可能だ。
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厳選！ヘッドホンアンプ

Sony

PHA-2
¥OPEN〈USB DAC内蔵 ポータブルヘッドホンアンプ〉
ソニー http://www.sony.jp/

投票

No.158

多彩な機器とつながるハイレゾ対応アンプ
ウォークマン やiOS端末など、多彩な機器とのデジタル接続に対応した
USB DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプの第2弾。DACチップには、高
級オーディオ機器でも採用例の多いTI社製の｢PCM1795｣を採用。ハイレ
ゾへの備えは万全で、最大192kHz/24bitのPCM音源、5.6MHzのDSD
音源の再生に対応する。内部設計にもこだわっており、アナログ部とデジタ
ル部を完全分離した回路レイアウトを採用。干渉によるノイズ発生を低減し、
クリアなサウンドを実現している。また、出力段にはTI社製の電流帰還型高
級ヘッドホンアンプIC｢TPA6120｣を採用。正負2電源方式によるOCL出力
段による優れたドライブ性能を獲得。ライン出力には低ノイズ、低歪率で定
評のTI社製オペアンプ｢LME49860｣を採用するなど、細部にまで妥協を排
した作り込みがなされている。
（編集部）
DACチップには高級アンプにも採
用例の多いTI社製｢PCM
1795｣、ラインアウト用オペアン
プには低ノイズで定評を得るTI社
製｢LME49860｣を採用。基盤レ
イアウトもアナログ回路とデジタル
回路を分離させるなど、パーツから
回路設計まで、妥協のない高音
質設計がなされている。

SPEC ●最大出力:約165mW×2
（8Ω）●周波数特性:10〜100,000Hz ●音
声入力:USB
（A×1、ミニB×1、マイクロB×1）
、ステレオミニ×1 ●音声出力:ス
テレオミニ×1 ●ヘッドホン出力:ステレオミニ×1 ●対応サンプリング周波数/量子
化bit数:PCM→192kHz/24bit、DSD→5.6MHz ●バッテリー持続時間:約17
時間
（アナログ接続時）●外形寸法:約68W×29H×140Dmm ●質量:約270g

こちらもお薦め！

ヘッドホンアンプ

厳選モデル
Pick Up！

最大約25時間
駆動の
長時間バッテリ
ーを搭載！

CREATIVE

Sound Blaster E1

￥OPEN

投票

No.159

USBオーディオインターフェースを搭載し、PCや
Macとの接続にも対応するリーズナブルなポータブ
ルヘッドアンプ。小型軽量設計で携帯性も抜群！

接続して
2台をブリッジ
可能！
が
バランス駆動

豊富で
入出力端子が
対応！
に
途
用
な
彩
多

NuForce

HA-200

￥39,000（ 税抜）

TEAC
投票

UD-301

￥OPEN

No.160

米ニューフォースが技術の粋を結集させて開発した、
シングルエンド設計採用の純A級ヘッドホンアンプ。
「バランスヘッドフォンモード」を搭載！

高級オーディオ
採用の
ハイファイ技術
が満載！

DENON

DA-300USB

￥57,500（ 税抜）

投票

No.162

最大192kHz/24bitまでのPCM音源、5.6MHzま
でのDSD音源に対応した、デノン初の実力派USB
DAC内蔵ヘッドホンアンプ。
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No.161

最大192kHz/32bitまでのPCM音源、5.6MHzま
でのDSD音源に対応したDAC機能を搭載。 デュ
アルモノラル構成を採用した本格派！

96kHz/24bi
t対応の
超小型ヘッドホ
ンアンプ！

Astell & Kern

AK10

￥OPEN

投票

No.163

専用ケーブルでAndroid/iOS端末やPCとのデジタ
ル接続に対応。アナログ回路やアンプ部の設計に
もこだわったコンパクトボディの実力派！
抽選で豪華賞品が当たる
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投票

◀ プレゼントアンケートはこちら！

もっといい音で快適に！

編集部
が
注目アイ 厳選した
テム！

ヘッドホン＆イヤホン
厳選お役立ちアクセサリー

ヘッドホン＆イヤホンをもっと楽しめる、編集部お薦めの厳選アイテムをご紹介します！

SAEC リケーブル

ADL Lightningケーブル

SHC-FS Series

￥10,700（ 税抜）～

投票

GT8-A

￥13,000（ 税抜）～

No.164

イヤホンとの接続にMMCX端子を
SHC-100FS（L）
採用した、サエクの高品位リケーブ
ルシリーズ。発売以来、優れた音質
と取り回しのよさから“定番リケーブ ■LINEUP（価格は税抜）
ル”として高い支持を得る ｢SHC- SHC-100FS
100FS｣ を筆頭に、SHC-100FS
0.8m
¥10,700（税抜）
1.2m
¥12,000（税抜）
の端子部をミニLプラグに変更した
1.6m
¥14,000（税抜）
｢SHC-100FS
（L）」、そして導体は
SHC-100FS
（L）
もちろん、 構造にまで徹底してこだ
0.8m
￥10,700（税抜）
わり、トップエンドに相応しい高音質
1.2m
¥12,000（税抜）
を実現した ｢SHC-200FS｣ の全3 SHC-200FS
モデルをラインアップ！
0.8m
¥18,000（税抜）
1.2m

¥20,000（税抜）

投票

No.165

メイン導体にα-OCC素材に銀を混
入させた銅銀合金線材を用い、クリ
アなサウンドを 実 現した 高 品 位
Lightningケーブル。10㎝、18㎝、
100㎝の3モデル展開！

ADL リケーブル

iHP-35M

￥9,500（ 税抜）

投票

No.166

マイナス196℃での超低温処理＆特
殊電磁処理を施した銀メッキOCCを
導 体 に 使 用 。 コネクター部 には
MMCX端子、プラグ部には非磁性
特殊合金を用いたこだわりのリケー
ブル！

待望の第 2 弾モデルいよいよデビュー！

音質を徹底して
磨き上げた注目の
ポータブルプレーヤー
細部にまで妥協のない内部設計！
｢DX90j｣は、iBasso Audio が満を持して発売するポータブ
ルハイレゾプレーヤーの第 2 弾。音質を徹底追求した内部設計
が特徴で、DAC 部には ESS 社製 DAC チップ ｢ES9018K2M｣
を、モノラルモードで 2 基搭載し、L/R を独立処理すること
で広大なダイナミックレンジを実現。さらにアンプ部もモノ

iBasso Audio
ポータブル
ハ イレゾ プレ ーヤー

DX90j
¥ OPEN

投票

No.167

ラル構造を採用し、TI 社製オペアンプ｢OPA1611｣、高速バッ
ファ ｢BUF634｣を左右各 2 基搭載。優れたセパレーション

SPEC ●内蔵メモリー :8GB ●主な対応音声形式:
FLAC 、WAV、DSD 、WMA 、A AC 、ALAC 、AIFF
※DSD はDSF2.8M の み。88.2kHz/24bit に リ ア
ルタイム変換再生 ●周波数特性:17 〜 20,000Hz
● 最大出力:275mW ×2
（ 16Ω/Hi）●対応ヘッド
ホンインピーダンス:8 〜 300Ω推奨 ●接続端子:
ステレオミニ×2、USB
（ マイクロB）×1、同軸デジ
タル×1、microSD スロット×1 ●バッテリー持 続
時間: 最大約 8.5 時間 ※再生フォーマットによる ●
外形寸法:64W×17H×100Dmm ●質量:140g

と高い駆動能力を獲得している。しかもこれら主要パーツ
を含む部材の取り付けには、従来機の 7 倍を超える銀含有率
を誇る無鉛銀入りハンダを採用。まさに細部にまで妥協の
ない設計だ。もちろんハイレゾ音源への対応も抜かりなく、
最大 192kHz/24bit の PCM 再生に加え、DSD 2.8MHz の

88.2kHz/24bitリアルタイム変換再生に対応。要注目のポー
タブルハイレゾプレーヤーだ。（編集部）

●お問い合わせ: ヒビノインターサウンド iBasso Audio カスタマーサポート 1 03-6367-5691

Pi

c

kU

http://www.hibino-intersound.co.jp/ibasso_audio/

p!

独創技術を満載した
妥協なき
妥協なきフラグシップ

NuForce

Primo 8

¥ 53,000（税抜）
投票

No.168

SPEC ●型式 : バランスド･アーマチュア型 ●再生周波数帯域 :18 〜 22,000Hz ●インピーダ
（ S/M/L/XL ）、低反
ンス:38 Ω ●ケーブルの長さ:1.4m ●質量 :19.3g ●付属品イヤーチップ
発フォームチップ
（ M/L ）、リモコンマイク付きケーブル、キャリングケース ほか

情報量が詰まった濃密なサウンド
ハウジング内に 4 基、3 ウェイ構成の BA

タフネスさにこだわったケーブルは、導体が

ドライバーを搭載した、NuForce 待望のフ

銀線と銅線の 2 層構造のオリジナル仕様で

ラグシップイヤホンだ。注目すべきは特許

音質への貢献も大きい。
情報量がぎっしりと詰まった濃密な音づ

採用。独自のフィルター設計を採り入れな

くり。女性ボーカルは優しく、ふくよかな余

がらネットワーク化することで、ドライバー

韻が好印象。タイトで力強い中低域はアコー

間で発生しがちなクロストーク漏れを防ぎ、

スティック系楽器の音像の定位感や輪郭を

情報量に富んだ透明感ある音を実現する。

際立たせる。オーケストラは弦楽器のナチュ

また、低域用に設けた 2 基のドライバーを同

ラルでスムーズな音の出方に惹きつけられ

一軸上でタンデム動作させることで、歪みが

る。原音をありのままに再現しようとする

なく自然で量感豊かな低音も獲得している。

真摯さを感じるイヤホンである。
（山本 敦）
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☎ 0120-004-884

独自技術を惜しみなく搭載！
1

出願中のリニアフェーズクロスオーバーの

●お問い合わせ:フューレンコーディネート

88

Detail

2

1 高域1 基、中域1 基、低域 2 基のBAドライバーを
搭載した3 ウェイ構成。ネットワーク回路には独自
回路を搭載。さらに2 基の低域ドライバーを同一軸
上で動作させることで、スピーディーな重低音を実
現！ 2 ケーブルにも妥協はなく、音質だけでなく
耐久性にもこだわった独自設計のケーブルを採用！

http://www.nuforce.jp/ 提供／有限会社フューレンコーディネート

New Model
ポータブル・ハイレゾ・プレーヤー

Astell&Kern ＜アステル＆ケルン＞

AK120II
¥OPEN
DSD

（5.6MHz）
リニア
PCM変換

DAC
×2

投票

384kHz/
32bit

内蔵メモリー

No.169

micro
SD×1

（ネイティブ

128GB

（最大128GB）

Wi-Fi

55W×
118H×
14.9Dmm

177g

192kHz/24bit）

質量

Astell & Kernのプレミアム・ハイレゾ・プレーヤーで実現する

極上の音楽体験
CDの3倍以上の情報量を持つ
「ハイレゾ音源」
。
AK120II、
AK100IIは、
そんな高解像度サウンドを、
かつてない高音質で
楽しめるポータブルプレーヤーです。
期待の新製品の魅力をご紹介します。

New Model
ポータブル・ハイレゾ・プレーヤー

Astell&Kern ＜アステル＆ケルン＞

AK100II
¥OPEN
DSD

（5.6MHz）
リニア
PCM変換

DAC
×1

90

投票

384kHz/
32bit

内蔵メモリー

No.170

micro
SD×1

（ネイティブ

64GB

（最大128GB）

Wi-Fi

55W×
111H×
14.9Dmm

170g

192kHz/24bit）
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質量

オーディオ評論家・野村ケンジがチェック

「AK120II」
と
「AK100II」
のココがスゴイ
ハイレゾ音源の魅力を、余すことなく引き出すだけではなく、
デザインにもこだわる。
Wi-Fi機能を新搭載するなど、今後の機能アップデートも楽しみなプレーヤーだ。

01「ハイレゾ音源」を再生

02

Wi-Fi接続を搭載

「ハイレゾ音源」とは、CDの約3倍以
上の情 報 量を誇り、J-Pop の人 気
アーティストからもリリースが増加
している注 目の音 楽データのこと
だ。Astell&Kern のポータブルプレ
ーヤーは、このハイレゾ音源の再生

AK120IIやAK100II
にいち早く対応。
は、再生できるファイル形式も幅広

専用ストリーミングサーバーが
インストールされているPC

AK100II ／ AK120II
ストリーミング＆ダウンロード

お手持ちの PC に専用のストリーミングサーバーソフトを導入すれば、Wi-Fi

く、購入したその日から、極上のサ

経由で PC 内の音楽ファイルをダウンロードできる。また今後、特定の音楽

ウンドを持ち出せるのだ。

配信サイトから直接ハイレゾ音源を購入、ダウンロードできるようにもなる。

03

所有欲を刺激するデザイン

04

高音質が狙える
「バランス出力」

製 品デザインは、開 発 元である

ヘッドホンと再 生 機を繋ぐケーブ

irever 社の製品デザインチームが手

ル。このケーブルの接続方法にも種

がけている。そのため、エンジニア

類がある。ポピュラーなのは「アン

リングとデザインの両立を実現。外

バランス」と呼ばれるもので、スマホ

観の美しさだけではなく、材質の吟

などはこちらだ。一方、本機には
「バ

味、使いやすさを追求した形状・ボ

ランス接続」とよばれる、多くはプ

タン配置などコダワリは細部にまで

ロ用機器に採用される繋ぎ方も選べ

及ぶ。また、イタリアンレザーケー

る。バランス接続は外部からのノイ

スを付属する点など、あなたの所有

ズに強いといわれており、よりクリ

欲を満たす逸品といえよう。

アで澄み切った音の再生を狙える。

2.5mm φの 特 殊な4 極プラグを 使
い、バランス出力する。

ハイレゾ音源の高音質再生を、手のひらサイズで実現できる
ハイレゾ音源対応の上級ポータブルプレーヤーとして格段の人気

ずつ採用する AK120II は、セパレーションや S/N 感が格段に向上し

を誇る iriver 社の Astell&Kern
（AK）
。そんな AK シリーズに、格段

ており、2.5mm バランス接続のヘッドホン出力で音楽を聴くと、高

の進化を遂げた「AK100II」
、
「AK120II」
がデビューした。

級ヘッドホンに据え置き型の高級ヘッドホンアンプを組み合わせて

対 応 ハ イ レ ゾ 音 源 は、 い ま 配 信 サ イ ト で 購 入 で き る

使っているかのように、細部の表情までしっかり感じ取れる。

192kHz/24bit の FLAC や WAV から、5.6MHz の DSD まで対応す

一方で AK100II も、AK120II と比較こそすれば音質的に劣る部分

るので、このプレーヤーさえあれば、音源を選ばずに何でも再生でき

もあるが、実力の高さは確かなもの。ハイレゾ音源ならではのきめ細

る安心感がある。ストレージ容量は AK120II で 128GB、AK100II で

やかな表 現がしっかり伝わってくるため、ボーカルやアコース

64GB だが、両機とも最大 128GB までの microSD カードに対応す

ティック楽器が一段と生々しく感じられる。スマホで聴いていたも

るので、容量に困ることもないだろう。また両機は、細かく見ると

のと同じ曲とは思えないくらい、表現が豊かだ。おかげで、Perfume

AK120II の方がやや長く、ボリュームダイヤル周りのデザインや背

などの J-Pop でも、インパクトある演奏に生まれ変わってくれる。

面パネルのデザイン、ボディカラーなどが異なるが、デザインに大き

加えて、Wi-Fi 機能の搭載により PC や NAS 内の楽曲も再生できる

な差異は感じない。最大の違いは、やはりそのサウンドクオリティ

ようになり、今後は WEB 配信サイトからの直接ハイレゾ音源をダ

だ。AK100II は DAC を 1 基、AK120II は DAC を 2 基搭載。共に
DAC チップはシーラスロジック製「CS4398」を採用する。実際に比
較試聴すると、両者の差はかなり大きい。DAC を左右ごとにひとつ

ウンロードしたり、スマホからのリモートコントロールに対応した
りする予定もあり、ますます使い勝手は向上する。音質と共に、ユー
ザビリティの面でも大いに魅力的といえる。

お問い合わせ：アイリバーサポートセンター ☎0570-002-220 http://www.iriver.jp/

（野村ケンジ）
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これさえ買えば
間違いなし！

才色兼備、

Parrot

Zik

〈 ズィク〉

¥ 39,500（税抜）

投票

No.171

SPEC ●型式：密閉型 ● Bluetooth 仕様：Ver.2.1＋EDR ●再
生 周 波 数 帯 域：10 〜 20,000Hz ● 対 応 プ ロファイル：HFP/
HSP（ ハンズフリー通 話 ）、A2DP（ 音 楽 ）、AVRCP（ リモコン）
●音楽再生時間：6 時間（ すべての機能使用時）●質量：325g
● 付属 品：USB 充 電ケーブル、3.5mm ステレオミニケーブル、

キャリングケース、リチウムイオンバッテリー

ビジネ スシ

チ
ーン に マッ

多機能かつ、自分で音をチューニングできる楽しみもある
現役のプロダクトデザイナーで最も著名なひとり、フィリップ・

立させず、そのデザインと馴染ませる配慮でもあるのだろう。右側

スタルク氏。リビングレジェンドといってもよいだろう。有機的な

のハウジングはタッチコントロールパネルとなっている。といって

曲線をあしらい、どこか人懐っこい彼の作品は世界中の人びとを楽

も、ボタンらしきものはない。突起物もない。操作は軽くなぞるだ

しませている。
「Zik（ズィク）
」はそんなスタルクデザインを纏った

けである。さらには着脱センサーも内蔵されている。これは音楽の

ヘッドホンである。もちろんこれは事実だが、それだけでは Zik の

再生時にヘッドホンを耳から外すと自動的に一時停止になるという

たった一側面を紹介したに過ぎない。

機能。かければ一時停止が解かれ、再生が始まる。こんなふうにエ

まず機能面だ。最大の特徴は Bluetooth によるワイヤレス伝送

レガントなデザインの中にも多くの機能が凝縮されているのだ。発

を実現していることだ。NFC に準拠しており、対応のスマホならワ

売から少し時間が経過しているが、裏を返せばその時点ですでにこ

ンタッチでペアリング可能。コーデックは音質的に有利な AAC にも

の先進的なフィーチャーを積んでいたといえるだろう。

対応する。さらにノイズキャンセリング機能も搭載。周囲の騒音を
拾うマイクは４基もあり、その効果をさらに高める狙いだ。
また、通話用のマイクは骨伝導タイプ式でハウジングに内蔵。独
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注目すべきポイントはまだある。無料で配布されているアプリ
「Parrot Audio Suite」の存在だ。これを iPhone やスマホなどにイ
ンストールすればノイズキャンセリング機能のオンオフ、詳細なイ

、 Zik
Check
1

ワイヤレス、通話機能、ノイズキャンセリング、アプリの操作̶。
ヘッドホンの高機能化が進む昨今、
自分にあった機能を選ぶのが難しくなっている。
しかし、最新のトレンドをすべて網羅する「Zik」なら、そんな悩みは無用だ。
ここでは、Zikが持つ魅力的な機能をご紹介しよう！

トレンドの機能をすべて搭載！

Bluetoothワイヤレス

2

ワンタッチでペアリング

3

ノイズキャンセリング

ノイズ

ペ アリングもかんたんなBluetooth Ver.2.1+ EDR に
準拠。iOS 端末で利用できる高音質コーデック
「 AAC」
にも対応している。

4

アプリを使って
音をコントロール

Zik にはDSP が内蔵し
ており、
iOS用、Android
用、Windows Phone
用 のア プリ
「 Parrot
Audio Suite」を使えば、
自分 の思い思い の 音
にチューニングできる。

左耳側のイヤーカップにNFC センサーを搭載。別途ア
プリなどを立ち上げる必要もなく、対応スマホをタッチ
するだけでペアリングできる。

外部ノイズを集音するためのマイクを2 つ、
また内部にマイ
クを2 つ内蔵し、周辺の雑音を最大98%まで遮断できる
ノイズキャンセリング機能を搭載する。

タッチで操作できる

Accessor y

5

ハードケースもある
直感的な操作もZik のポイント。上下スライドすれば音
量調節。左右で曲送り、曲戻しができる。また、ヘッドバ
ンドを外せば、自動で曲の再生が停止するのだ。

オプションでZik がぴったり納まる3 種のハー
ドケース
（ ¥6,000/ 税抜）を用意する。ケーブ
ルなどのアクセサリーも収 納できるので、持
ち運びが多い人は要チェックだ。

室内でも大活躍する
「 Zik 」
コライジング、さらにコンサートホールエフェクトで左右の音の広
がりも設定できる。また、昨年急逝した、ルー・リード氏の監修に
よるチューニングもあらかじめ用意されている。オンにすれば中低
域にぐっと厚みが出るようだ。このように音に関しても、ユニークな
スタンスが貫かれている。しかし、それを叶えるためには素の音質が
優れていなければならない。その点を Zik はクリアしているといえる
だろう。ナチュラルで強調感のないサウンドが持ち味だ。ボサノバ
はアコースティックギターとボーカルに透明感があり、ベースは淡

読書や仕事のお供にもZikが集中力を高める

くならず、程よい余韻もある。サックスのツヤやドラムスのキレも十

Zik はスマホはもちろん、PC とも接 続できる。たとえば 家の中で、
PC にある音楽を聴きながら読書や仕事をする。そんな時、煩雑なデ
スク周りでもワイヤレスのZik ならスマートに音楽が楽しめるし、ノイ

分だ。デザインの小粋さ、ワイヤレスやノイズキャンセリングの便利
さ、そしてサウンドのレベルの高さ。いまヘッドホンに求められてい
るものの結晶、それが Zik なのだ。
（中林直樹）

ズキャンセリング機能があるので、周囲の雑音をかき消してくれる。
Zik の魅力は、室内にあっても色褪せることはないのだ。
（ 編集部）
お問い合わせ：モダニティ株式会社

http://www.parrot.com/zik/jp/
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厳選！ワイヤレスヘッドホン

大型ヘッドホンも駆動する
ハイパワー・レシーバーに注目！
SPEC ●型式：ダイナミック型 ●Bluetooth仕様：
Bluetooth Ver.4.0 ●対応プロファイル：HSP/HFP
（ハンズフリー通話）
、A2DP
（音楽）
、AVRCP
（リモ
コン）●音楽再生時間：最大約18時間 ●質量：約25g
（イヤホン除く）●付属品：イヤーチップ（S/M/L）、
USBケーブル
（充電用）

ELECOM

LBT-PHP500AV

ここがポイント

¥OPEN〈Bluetooth対応オーディオレシーバー〉
エレコム http://www.elecom.co.jp/

Bluetooth搭載ポタアン
繋がりやすさも一級品
Bluetoothを採用したワイヤレスレシーバー
とイヤホンのセットだ。 定評のあるイヤホン
「EHP-C3560」
を付属するが、レシーバー
は一般的な3.5mmステレオミニ端子を備え
るので、好きなヘッドホンを選んで接続する
こともできる。
無 線 伝 送コーデックには、 高 音 質 の
「aptX」と
「AAC」に対応し、伝送時の圧
縮による音質劣化を抑制。また、 電波増
幅 用 の R F ア ン プ を 搭 載し た ことで 、
Bluetooth規格の幅を最大限に活用した高
出力伝送が可能となり、音切れのない安定
した再生を実現している。そうして受信した
音 声 信 号を左 右 各 1 0 0 m Wの「ポタアン
級」の大出力パワーアンプで増幅してヘッド
ホンに送り出す。がっしりとしたつくりのレシ
ーバー部はいわば、
「Bluetoothポータブル
アンプ」ともいえるのだ。ちなみに、レシー
バー単体モデル「LBT-PAR500AV」
もライ
ンアップする。
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付属イヤホンとの組み合わせでは、楽器
の描き込みや低音のボリューム感をあえて
強めず、主役のボーカルをしっかり際立たせ
る描写。 無理のないナチュラル志向で悪く
ないが、試しに駆動力が求められるハイエン
ドイヤホンや大型ヘッドホンを組み合わせて
みると、ここぞとばかりに本領発揮。 特に
高音側は見事で、ギターのエッジで激しさ
を、ボーカルのシャープさで切なさを、といっ
た音楽が持っていた表現の幅をぐっと広げて
くれる。お気に入りのヘッドホンの音質を損
ねずにワイヤレス化したい。そんなニーズに
も応えてくれるアイテムだ。
（ 高橋 敦）
投票

NFCでワンタッチ接続
本機の魅力は何といっても高音質だが、使
い勝手にもこだわっている。 NFC機能を搭
載するので、ペアリングもワンタッチとかんた
ん。 ボリューム操作には質感の高いアルミ
ダイヤルを採用するなど、操作も明快だ。

No.172

左／レシーバー部の背面にはクリッ
プを搭載するので、襟元や胸ポケッ
トに固定できる。また、レシーバー
部の表面には、高級感溢れるクリ
ア樹脂を採用する。マイク付きなの
で通話もできる。
右／再生、停止、曲送り、曲戻し
などよく使うボタンはすべて物理ボタ
ンを用意。誤動作の心配もない。

抽選で豪華賞品が当たる

◀ プレゼントアンケートはこちら！

厳選！ワイヤレスヘッドホン

ELECOM

LBT-HPC11AV
¥OPEN〈ボックスレス型ワイヤレスイヤホン〉

投票

No.173

エレコム http://www.elecom.co.jp/

超小型ボディで音楽を軽快に楽しめる
ワイヤレスイヤホンで求められることのひとつに軽快さがある。そういった
意味では、ケーブルが煩雑になりにくいボックスレスタイプは、ワイヤレス
イヤホンの究極系ともいえよう。
「LBT-HPC11AV」はそのボックスレスタイ
プの中でも特に小型軽量。しかもシンプルな三次元形状は、ルックスもフ
ィット感もグッド。 非常にコンパクトなので内蔵バッテリーも小さく、再生時
間が短いのだけは弱点だが、その軽快さはその弱点を補ってあまりある。
使いはじめの設定用に専用アプリを用意してあるあたりもさすがエレコム。
試聴すると、低音も高音もロックのスケール感を大柄に描く密度感のあ
るサウンドだ。 同価格帯のイヤホンと比べても遜色なく聴こえ、本機なら、
普通のイヤホンを買うのと同程度の出費で、良好な音質をキープしたまま、
ワイヤレスの軽快さを手に入れられる。コストパフォーマンス最高だ。
（高橋 敦）
左／ボックスレス型のイヤホン部
分には、パーツが集まるためサイ
ズは大きくなりがち。しかし、耳
にフィットするように構造を工夫し
たことで、スマートかつ快適な装
着感を獲得している。
右／カラーは、定番のホワイトや
ブラックのほか、レッド、ピンク、
シアンの5色展開だ。

SPEC ●型式：ダイナミック型 ●Bluetooth仕様：Bluetooth Ver.4.0 ●対応
プロファイル：HSP/HFP（ハンズフリー通話）、A2DP（音楽）、AVRCP（リモ
コン）●音楽再生時間：最大4.5時間 ●質量：約12g ●付属品：イヤーチップ
（S/M/L）、USBケーブル
（充電用）

ELECOM

LBT-PHP150
¥OPEN〈Bluetooth対応オーディオレシーバー〉

投票

No.174

エレコム http://www.elecom.co.jp/

定番モデルをブラッシュアップした実力機
誤操作の少ないマルチファンクションボタンを採用し、ロングヒットとなった
「LBT-AVHP120」。その後継モデルとして登場したのが「LBT-PHP150」
だ。 好評の使い勝手やサイズ感はそのままに、音質面、機能面を強化して
いる。音質面のフィーチャーは、iPhoneユーザーに嬉しい高音質コーデックの
「AAC」に対応したこと。 一方、使い勝手の面では、NFC対応がポイント
だ。また、Bluetooth Ver.4.0に準拠することで消費電力を低減し、連続再
生時間は25%向上の8時間に延長されている。
イヤホン付属モデルのトータルの音質は、シンバルのシャープさやドラムス
のアタックを強めて、街や電車の騒音の中でも聴き取りやすく仕上げてある。
重低音イヤホンとは違う軽やかなドライブ感も心地よいし、ボーカルもクリアで
歌がしっかり届いてくるのも嬉しい。
（高橋 敦）

SPEC ●型式：ダイナミック型 ●Bluetooth仕様：Bluetooth Ver.4.0 ●対応
プロファイル：HSP/HFP（ハンズフリー通話）、A2DP（音楽）、AVRCP（リモ
コン）●音楽再生時間：最大8時間 ●質量：約13g（イヤホン除く）●付属品：
イヤーチップ（S/M/L）、USBケーブル
（充電用）

左／女性が持ってもコンパクトな
レシーバーだ。グロッシーなカラー
だが、さらにアクセントに差し色を
プリントするなど、デザインもブラッ
シュアップしている。
右／NFC機能を搭載するので、
対応スマホとワンタッチペアリング
が可能だ。使いやすさを追求する
エレコムらしい嬉しい仕様だ。
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厳選！ワイヤレスヘッドホン

AUDIO-TECHNICA

ATH-BT12
¥OPEN〈ボックスレス型ワイヤレスイヤホン〉

投票

No.175

オーディオテクニカ http://www.audio-technica.co.jp/

機能も装着感もスマートなボックスレス型
音質的に有利で、しかも音途切れの少ない「aptX」
コーデックに対応した
Bluetoothイヤホン。ハウジング部にコントローラーを搭載し、曲の再生や一
時停止、ボリューム調整などが行える。ドライバーはダイナミック型でφ
13.5mm。ボディはそのためやや大型になるが独自開発の装着パーツCチップ
も付属しているから、外れ落ちてしまうことはないはずだ。マイクも装備し、ハ
ンズフリー通話も可能。また、マルチポイントやマルチペアリングにも対応し、
複数のBluetooth機器を所有している人にも配慮されている。
ジャズはボーカルやトランペットが伸びやかだ。 音の欠落や途切れはなく、
無線であることを忘れさせるほどだ。すっきりとした音場にも好感が持てた。ベ
ースはやや薄味になるものの、余計な響きが付帯しないためリアリティが高い。
ロックではボーカルやエレキギターも爽やかに聴かせてくれた。
（中林直樹）
左／ボックスレス型なので、ケーブ
ルを首の裏に回して装着する。ま
た、新開発のインライン・コントロー
ラーを採用し、快適操作も実現。
右／耳のくぼみに引っ掛けて使う
「Cチップ」
を採用。装着感を上げ
ることで、豊かな低音再生を狙って
いる。そのため、イヤーチップ、C
チップの種類も豊富に付属する。

SPEC ●型式：ダイナミック型 ●Bluetooth仕様：Bluetooth Ver.3.0 ●対応
プロファイル：HSP/HFP（ハンズフリー通話）、A2DP（音楽）、AVRCP（リモ
コン） ●音楽再生時間：最大約5時間 ●質量：20g ●付属品：イヤーチップ
（XS/S/M/L）
、Cチップ(S/M/L)、USBケーブル
（充電用）
、キャリングケース

まだまだあるぞ！

ワイヤレス ヘッドホン

注目モデル
Pick Up！

「AKG」
の技術が凝縮し
た
新たなレファレ
ンスモデル

AKG

K845BT

￥OPEN

を叩き出す
迫力の重低音
SS回路を搭載
A
B
ACTIVE

Creative

Hitz WP380

投票

JVC

HA-FBT60

￥OPEN

No.177

2台のBluetooth機器を同時接続できるマルチポイ
ント接 続 の ほか 、 2 人 で 音 楽 をシェア できる
「Creative ShareMe」など、先進機能が目白押しだ！

Sony

ソニー独自のデ
ジタルNCと
高音質ワイヤレ
スを両立！

MDR-ZX750BN

￥OPEN

投票

No.179

Bluetoothのワイヤレス機能のほか、ソニー独自開
発のデジタル・ノイズキャンセリング（NC）機能も
搭載するオンイヤー。カラーは白、黒の2色展開。
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投票

No.178

タフなデザインで好評の「XXシリーズ」のイヤホン
にレシーバーをセットにしたモデル。「 A C T I V E
BASS回路」を採用してズシンと響く低音を獲得！

Sony

SBH20

￥OPEN

キュートなデザ
インを纏う
ペンダント型イ
ヤホン

投票

No.180

白、黒、ピンク、オレンジの4色展開のペンダント型。
NFC対応、マルチポイント接続ができるほか、通話
もクリアにするなど、充実の仕様を誇る。
抽選で豪華賞品が当たる

PREMIUM HEADPHONE GUIDE

No.176

大口径50mmドライバーなど、AKG独自の技術を
搭載。ポータブルモデルとして定評のある「K545」
をベースにしたBluetoothヘッドホンだ。

ェアできる!
2人で音楽をシ む意欲作
込
め
詰
先進機能を

￥OPEN

投票

◀ プレゼントアンケートはこちら！

Sony

MDR-XB50

PICK UP!

¥4,700（税抜）
投票

No.181

スタイリッシュなのに
本格派の重低音！
新開発12mm口径のネオジウムドライバーを
搭 載した、ソニー重 低 音イヤホン「 E X T R A
BASS」の新作。ドライバーユニットから鼓膜ま
での気密を高めつつ、ハウジング上部のダクト
により、振動板の動作を最適化する
「ベースブ
ースター」機構により、サイズからは想像できな
い、ソリッドで力強い重低音を再現する。 装着
性を高める
「アングルドイヤーピース方式」、から
みにくい「セレーションコード」、硬さの異なる2
種のシリコンを組み合わせた独自開発「ハイブリ
ッドイヤーピース」
など、細部までこだわり満載！ち
なみにハンズフリー通話や音楽のリモコン操作
ができるスマホ対応モデル「MDR-XB50AP」
も
同じ4色で展開中。
（ 編集部）

SPEC ●型式：密閉ダイナミック型 ●ドライバー口径：12mm ●再生
周波数帯域：4〜24,000Hz ●ケーブルの長さ：約1.2m ●質量：約8g
（ケーブル含まず）●付属品：イヤーチップ（XS/S/M/L）、クリップ、キャ
リングポーチ

ズンズンドシドシ身体に響く！

低音重視ヘッドホン
ダンスミュージックやラウドなロックに最適！低音再生にこだわった
イヤホン＆ヘッドホンを厳選。豊富なカラバリだけでなく機能も多彩。
スポーツ用、リモコンマイク付き、実際に震えるモデルもあります！

AUDIO-TECHNICA

JVC

¥8,500（税抜）

¥OPEN

ATH-CKS77X

好みのカラーリングがある？
＋αでどんな機能があるか？

HA-FX3X

クリアかつエネルギッシュ！
奥行きとキレのある重低音を生み出す
「エクストラチャンバーメカニズム」を
搭載。 存在感のある高純度の切削
アルミボディは不要共振を抑制する
効果も。
投票

選ぶときはココをチェック！

どれだけ低音を再現できる？

見た目どおりのヘビー級！
アメリカ生まれの重低音＆タフボディ
でおなじみ、JVC「XXシリーズ」のハ
イクラスイヤホン。カーボン振動板＆
メタルボディによるサウンドは驚き！

投票

No.182

PIONEER

No.183

Skullcandy

SE-E751

CHECK!

CRUSHER

¥5,905（税抜）

スポーツ×重低音の新提案
エクストリームスポーツをしても外れな
い、強固なホールド機構を備えた耳
掛けタイプの重低音イヤホン。IPX2
等級の防滴仕様で汗や雨にも強い。

投票

No.184

¥OPEN

ビートにあわせて震える！
ベースやドラムスの重低音（55Hz以下）
に反応して、ヘッドホン本体が実際に震
える超個性派ヘッドホン。フェスやクラ
ブに馴染みのある音楽ファンなら、この
振動はやみつきになること間違いナシ！
投票

No.185
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Bose

Bose QuietComfort 20
¥30,000（税抜）
投票

No.186

PICK UP! 独自のテクノロジーを搭載し
圧倒的な静けさを獲得

ノイズキャンセリングヘッドホンの先駆者ボーズ
から登場した、インイヤータイプとしては同社初と
なるモデル。 ハウジングの外側と内側に周囲の
騒音をひろうマイクを搭載。 外部の騒音と内側
にまで侵入してきた騒音を検知し、逆位相の音
を生成して、騒音を打ち消す仕組みとなっている。
ノイズキャンセリングにはデジタル回路を採用。
ボーズが培ってきた革新的なテクノロジーにより、
イヤホンながらも劇的な消音性能を実現している。
さらに 、 人 間 工 学 に 基 づいて新 開 発された
「StayHear+チップ」
により装着性は抜群。ノイズ
キャンセリングしつつも周囲の音を聞き取れる
「A
wareモード」
などアイデア機能も満載。
（編集部）
SPEC ●ケーブルの長さ:1.3m ●質量:44g（ StayHear＋チップMサ
イズ装着時） ●電池寿命:約16時間 ●付属品:StayHear＋チップ
（S/M/L）、充電用USBケーブル、キャリングケース

周囲の騒音を打ち消す！

ノイズキャンセリングヘッドホン
騒音だらけの電車や飛行機での移動中はお気に入りの音楽に浸りたいもの。
周囲のノイズをカットして、どんな空間も静寂のリスニングルームにする
高機能ノイズキャンセリングヘッドホンをご紹介します。

Creative

Aurvana Platinum

¥OPEN

バッテリー駆動時間は？

Sony

MDR-ZX750BN
¥OPEN

究極のハイグレード機

ワイヤレスもデジタルNCも！

上質なボディを纏ったノイズキャンセリ
ングヘッドホン。 周囲の環境にあわ
せて効果的にノイズを打ち消す「TriMode ANC 」を採用。 Bluetooth
機能も搭載しており、aptXやAACと
いった高音質コーデックやNFCにも
対応する。
投 票 No.187

周囲の騒音を分析して最適な処理を
おこなう、デジタルノイズキャンセリン
グ技術を搭載。 最大98%の騒音を
カットできる。それでいてBluetooth/
NFCにも対応。 40mmネオジウムド
ライバー搭 載で音 質も抜かりない、
超ハイCP機！
投 票 No.188

Beats by Dr. Dre

Shure

executive

SE215 Special Edition

¥OPEN

高級感漂うアルミボディ
高級感あふれるアルミボディをまとった
「ビーツ」のノイズキャンセリングモデ
ル。ジェットエンジンの音も遮断する
最新のノイズキャンセリング機能を搭
載。 航空機変換プラグも付属し、ト
ラベルのお供に最適。
投票

98

選ぶときはココをチェック！

ノイズキャンセリングの精度は？

No.189

PREMIUM HEADPHONE GUIDE

¥OPEN

イヤモニは遮音性バツグン！
プロがステージや録音現場で使うイヤー
モニターも遮音性に優れており、静けさ
を求めるなら選択肢のひとつになる。
シュ
ア「SE215 Special Edition」のよう
に、装着感がよく、低反発フォームチッ
プを同梱したモデルなら、なおオススメ。
投票

No.190

CHECK!

Sennheiser

HD 8 DJ

PICK UP!

¥OPEN
投票

No.191

遮音性、堅牢性、高音質。
プロが求める性能を完備
遮音性と堅牢性を徹底追求した、ゼンハイザ
ーの新たなDJヘッドホンシリーズ。そのなかで最
高峰に位置するのが「HD 8 DJ」だ。ボディの
補強にメタルパーツを駆使することで、耐久性
と高級感を両立させている。 本体は折りたたみ
が可能で、持ち運びもかんたん。スイーベル機
構を採用しており、イヤーカップの可動角度は
210度。 片耳モニターもしやすい。ケーブルは
着脱式で、ストレートタイプのほかカールタイプ
も付属。イヤーパッドもベロアとレザーの2種を
同梱している。さらに、そのサウンドはパーフェク
ト。低域はハイスピードかつクリアで力強く、ビー
トを一切逃さない。そのうえで響きや余韻の美し
さもあり、音楽を分析的に楽しめるほどの再現
性を備えている。
（ 編集部）

SPEC ●型式：密閉ダイナミック型 ●再生周波数帯域：8〜30,000
Hz ●音圧レベル：115dB ●インピーダンス：95Ω ●ケーブルの長さ：
3m ●質量：284g

プロのミュージシャンも愛用！

モニターヘッドホン
原音に忠実なサウンド、長時間の使用に耐えられる頑丈なつくりで、
プロのミュージシャンやDJも愛用するモニター／DJヘッドホン。
ここでは普段づかいにもぴったりなモデルを集めました。

JBL

選ぶときはココをチェック！

片耳モニター可能？ケーブル片出し？
荒っぽく扱っても耐えられる？
交換パーツは豊富に揃っている？

Philips

BassLine

A5-PROi

¥OPEN

¥OPEN

ロゴを大胆に配置！

スーパーなDJヘッドホン！

DJモニターの機能も兼ね備えたポー
タブルヘッドホン。 縦横に回転する
デュアル・ローテイティング方式を採
用。イヤーカップにはストリートで映え
るメタルを配した。マイクリモコン付き
でスマホとセットで使うのにも最適。

大音量再生でも歪みなくクリアなサウ
ンドを提供するというコンセプトのもと、
3500mWハイパワー対応50mmネ
オジウムドライバーを搭載。 超コンパ
クトに折りたためる新機構、回転式
イヤーカップ、 交換式イヤーパッド、
着脱ケーブルなど充実の仕様！

投票

No.192

SOL REPUBLIC

Master Tracks XC
¥OPEN

世界的DJがチューニング
著 名なD J 、カルヴィン・ハリスが
チューニングしたプロ仕様のモニター
ヘッドホン。 長時間のリスニングにも
耐えられる軽くて柔らかいイヤーパッド
や、約2m長さの丈夫なカールコード
など、モニター用としてのこだわりが
凝縮。
投 票 No.194

投票

No.193

PIONEER

DJE-2000

CHECK!

¥OPEN

DJ専用イヤホンが誕生！
プロDJの意見を取り入れ開発された遮
音性に優れたインナーイヤー。ケーブル
は着脱式。イヤーハンガー部には形状
記 憶 効 果のある樹 脂 素 材「テクノロー
ト」
を採用。ハイブリッド2WAYドライバー
による広帯域再生も魅力だ。ダイシダン
ス氏も愛用中！
投 票 No.195
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AUDIO-TECHNICA

ATH-DWL700
¥OPEN
投票

PICK UP!

No.196

音と振動で臨場感を追求！
新感覚のワイヤレスモデル
テレビとの組み合わせを想定して、電波干渉
に強い2.4GHz帯を用いたワイヤレス伝送方式
を採用したサラウンドヘッドホンだ。 入力された
音声信号のボリュームや帯域に応じて低周波
振動を発生させる
「V-ACT」モードと、立体音場
を再現する
「SRS WOW」モードを搭載。 広が
りのあるサラウンドサウンドと耳にダイレクトに伝
わる振動により、カラダで臨場感を楽しませてく
れるユニークな逸品。とくに映画やゲームに最
適だ。とはいえ、素の音づくりはいたってマジメ。
ドライバーは専用設計、オーディオテクニカらし
いバランスのよいサウンドで、お手持ちのプレー
ヤーやスマホなどと接続してゆったり音楽鑑賞す
るのにもいい。 省スペース設計の「置くだけ充
電スタイル」で使い勝手も抜群だ。
（ 編集部）

SPEC〈 ヘッドホン部 〉●型式：密閉ダイナミック型 ●ユニット口径：
40mm ●連続使用時間：約6時間（V-ACTモード/SRS WOWモード
ON時）●外形寸法：約156W×194H×83Dmm ●質量：約300g〈ト
ランスミッター部 〉●入力端子：3.5mmステレオミニ ●外形寸法：約
103W×62H×135Dmm

臨場感のある音を、ワイヤレスで楽しむ！

サラウンドヘッドホン
音楽だけじゃなく、映画やスポーツ、ゲームも臨場感たっぷりに楽しみたい。
それならサラウンドヘッドホン！自由な姿勢で楽しめるワイヤレスタイプが主流で、
お好みのスタイルにあわせて選べるラインアップが揃っています！

Creative

Sound Blaster EVO ZxR

¥OPEN

お手持ちの機器との接続方法は？
どんな音声モードが入っている？

Jabra

REVO Wireless
¥OPEN

多機能＆ワイヤレスを持ち運ぶ

ドルビーサウンドが楽しめる！

先進的なBluetooth搭載ワイヤレス
ヘッドホンだ。 NFCによるワンタッチ
接続、アプリによる操作、アクティ
ブノイズキャンセリング、バーチャル
サラウンド機能、ハンズフリー通話、
マルチポイント接続など、 多彩な機
能を備えた実力派！
投 票 No.197

ヘッドセットの分野で世界的な成功を
収めているJabraから誕生したワイヤ
レスヘッドホン。 専用サウンドアプリ
により、スマホに保存している音楽
やYouTubeコンテンツを広がりのある
ドルビーサウンドで楽しむことができる。

Sony

AUDIO-TECHNICA

MDR-HW700DS
¥OPEN

9.1chの三次元サラウンド！
高さ方向を表現するフロントハイを追
加した9.1chサラウンドをバーチャル
で再現する、先進のデジタルワイヤ
レスヘッドホン 。 最 新 の H D 音 声
フォーマットにも対応。高音質を追求
するユーザーにぴったりのハイグレー
ドモデルだ。
投 票 No.199

100

選ぶときはココをチェック！

ワイヤレス伝送方式は？
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投票

No.198

ATH-DWL3300

CHECK!

¥OPEN

イヤホンでもサラウンド！
7.1chの音場感を実現する
「ドルビープ
ロロジックⅡx」に対応したワイヤレスイヤ
ホン。トランスミッター部、リモコン付き
レシーバー、イヤホンで構 成されるが、
イヤホンはお手持ちのヘッドホンにつけ
変えてもサラウンドが楽しめる仕様になっ
ている。
投 票 No.200

SHE9712

インナーイヤー型
ヘッドホンカタログ

¥OPEN
フィリップス
整えられた細やかなシャープネス
バランス
音場感
音の表現

音質評価表

監修／高橋 敦

重低音

中高域

奥行き

広がり
繊細

迫力

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

AKG

SHURE

K323 XS

SE112

¥OPEN
ハーマンインターナショナル
超小型ボディにして音はグッドバランス
中高域

奥行き

広がり
繊細

迫力

ロック

ジャズ
クラブ系

投票No.201

¥OPEN
完実電気
無駄を削ぎ落としたシュアの新スタンダード
ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）

カラー >>

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

クラシック

ロック

ジャズ
クラブ系

広がり
繊細

迫力
クラブ系

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）

カラー >>

バランス
音場感
音の表現

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

ロック

繊細
クラブ系

クラシック

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）

ジャズ

投票No.208

カラー >>

SONY

ELECOM

EHP-CA3580

MDR-XB50

¥OPEN
エレコム
もはや地響き！低音至上イヤホン

¥4,700（税抜） ソニー
低音炸裂！新開発ベースブースター搭載
中高域

奥行き

広がり
繊細

迫力
ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.203

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（S/
M/L）

カラー >>

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.209

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）

カラー >>

SONY

JVC

HA-FX46

XBA-C10

¥OPEN
JVCケンウッド
バスポートが生み出す安定した低音
中高域

奥行き

広がり
繊細

迫力
ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.204

¥4,700（税抜） ソニー
コンパクトながら充実の低音
ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）

カラー >>

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.210

バランスド・アーマチュア型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）

カラー >>

TDK LIFE ON RECORD

JVC

HA-FX3X

TH-XEC300

¥OPEN
JVCケンウッド
見た目を裏切らないゴツイ低音!

¥OPEN
イメーション
深い低音をベースにウォームな空気を演出
中高域

奥行き

広がり
繊細

迫力
ジャズ

クラシック

クラブ系
カラー >>

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ：シリコン
（S/
M/L）

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

投票No.205

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（S/
M/L）●耳かけ装着

投票No.207

音質評価表

音質評価表

中高域

奥行き

クラシック

バランス
音場感
音の表現

繊細

¥2,350（税抜） ソニー
コンパクトながら充実の低音

重低音

ジャズ

バランス
音場感
音の表現

広がり

迫力

SONY

ロック

バランス
音場感
音の表現

中高域

奥行き

MDR-EX110LP

¥3,500（税抜） オーディオテクニカ
コンパクト＆オールラウンド！

投票No.202

重低音

クラシック

AUDIO-TECHNICA

ATH-CKR3
バランス
音場感
音の表現

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（S/
M/L）

投票No.206

バランス
音場感
音の表現

インナーイヤー型

PHILIPS

お気に入りはここからみ つかる！

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.211

ダイナミック型

高遮音性タイプ

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（S/
M/L）
、低反発
（M）

カラー >>

〜 ￥5,000
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ZERO AUDIO

DENON

ZH-DX200-CT(CARBO TENORE)

AH-C120M

¥OPEN
協和ハーモネット
硬質に引き締められた良質な低音
重低音

中高域

奥行き

広がり
繊細

迫力

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.212

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（S/
M/L）

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

バランス
音場感
音の表現

¥OPEN
ディーアンドエムホールディングス
無駄を削ぎ落としたピュアサウンド

クラシック

クラブ系

投票No.218

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ
クラブ系

投票No.213

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（S/
M/L）

カラー >>

バランス
音場感
音の表現

高遮音性タイプ

広がり
繊細

迫力

クラシック

クラブ系

ジャズ
クラブ系

投票No.219

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）

バランス
音場感
音の表現

広がり
繊細

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）

カラー >>

クラシック

クラブ系

投票No.220

バランス
音場感
音の表現

広がり
繊細

クラシック

クラブ系

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ
クラブ系

ダイナミック型

高遮音性タイプ

セミオープン

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（S/
M/L）
、低反発
（M）

投票No.221

¥9,500（税抜） モダニティ
SOUND ENGINEが生み出す重低音

カラー >>

ダイナミック型

高遮音性タイプ

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（S/
M/L）、低反発（M）●耳か
け装着

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

中高域

奥行き

投票No.216

中高域

奥行き

SMS AUDIO

重低音

ジャズ

重低音

InEar

¥OPEN
オーディオテクニカ
シンフォニックドライバーの分厚い音場！

ロック

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（S/M/
L/XL）

カラー >>

クラシック

AUDIO-TECHNICA

ATH-IM50

迫力

繊細
ジャズ

音質評価表

音質評価表

中高域

奥行き

投票No.215

広がり

迫力

¥OPEN
フィリップス
太い低音と弾ける高音！ロックと相性◎

重低音

ジャズ

中高域

奥行き

Fidelio S1

¥8,500（税抜） オーディオテクニカ
低音再生メカニズムがさらに進化

クラブ系

重低音

PHILIPS

ATH-CKS77X

ロック

カラー >>

ロック

AUDIO-TECHNICA

クラシック

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）

¥8,553（税抜） ザウンドインダストリートウキョウ
超王道ギターアンプブランドから登場！

カラー >>

迫力

繊細

ロック

音質評価表

音質評価表

中高域

奥行き

投票No.214

広がり

迫力

MARSHALL HEADPHONES

重低音

ジャズ

中高域

奥行き

MINOR

¥6,000（税抜） オーディオテクニカ
大口径ドライバーでスケール感豊か！

ロック

重低音

クラシック

AUDIO-TECHNICA

ATH-CKR5

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.222

BOSE

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（S/M/
L）

カラー >>

SOL REPUBLIC

Bose IE2 audio headphones

RELAYS

¥9,400（税抜） ボーズ
装着感の向上、音もバランス重視に進化
重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.217

¥OPEN
完実電気
軽量&防水！スポーツのお供に最適

SPEC
●イヤーチップ：StayHearチッ
プ
（S/M/L）

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

バランス
音場感
音の表現

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（S/
M/L）
、低反発
（M）

¥OPEN
フロンティアファクトリー
デュアルマグネットドライバー搭載！
音質評価表

音質評価表

重低音

クラシック

バランス
音場感
音の表現

繊細
ジャズ

Reference R6i

¥OPEN
ハーマンインターナショナル
超ハイエンドK3003のDNAを継承

バランス
音場感
音の表現

広がり

迫力

KLIPSCH

K374

バランス
音場感
音の表現

中高域

奥行き

ロック

AKG

バランス
音場感
音の表現

重低音

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.223

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）

カラー >>

￥5,000 〜 ￥10,000
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●ロックの聴きどころ
ポップスも含め、ONE OK ROCK「The Beginning」、MAN WITH A MISSION「database feat.
TAKUMA（10-FEET）」、宇多田ヒカル「First Love」を試聴。低音のキレのよさやボーカルの質感など
を重視。

AUDIO-TECHNICA

ATH-BT12

¥5,900（税抜）
ソニー
パワフルコンパクトの最右翼

¥OPEN
オーディオテクニカ
ボックスレス＆Cチップで軽快装着

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.224

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）

カラー >>

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

バランス
音場感
音の表現

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ
クラブ系

投票No.225

クラシック

クラブ系

投票No.230

ダイナミック型

ワイヤレス

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（XS/S/M/L）
、Cチップ
（S/
M/L）
●通信方式:Bluetooth3.0

カラー >>

¥15,000（税抜） オーディオテクニカ
ド太い低音とエッジィな高音のコントラスト
ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）

カラー >>

バランス
音場感
音の表現

重低音

中高域

奥行き

広がり
繊細

迫力

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

ダイナミック型

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（XS/S/M/L）

投票No.231

SONY

BEATS BY DR.DRE

urbeats

MDR-EX650

¥9,500（税抜）
ソニー
超優秀バランスのジ・オールマイティ
！
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.226

¥OPEN
完実電気
Beatsのサウンドとデザインを凝縮
ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）

カラー >>

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

ロック

繊細
クラブ系

クラシック

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ：シリコン
（XS/
S/M/L/XL）
、トリプルフラン
ジ×2

ジャズ

投票No.232

ADL

カラー >>

BEATS BY DR.DRE

Tour

EH008

¥19,800（税抜） フルテック
デュアル構成、独自の「ヒレ」で耳にフィット
！
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.227

¥OPEN
完実電気
ブランドの看板モデルの進化形が登場!

ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ：シリコン
（XS/
S/M）

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

クラシック

クラブ系

投票No.233

広がり
繊細
クラブ系

ダイナミック型

SPEC ●イヤーチップ：
シリコン
（S/M/L）

投票No.228

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

中高域

クラシック

繊細
ジャズ
カラー >>

重低音

中高域

奥行き

広がり
繊細

迫力

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.234

AUDIO-TECHNICA

中高域

奥行き

広がり
繊細

クラシック

クラブ系

投票No.229

￥5,000 〜 ￥10,000

¥19,800（税抜） サエクコマース
金属筐体で透明感ある豊かな響きも獲得
ダイナミック型

高遮音性タイプ

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（S/M/L）、低反発（M）●
耳かけ装着

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

ジャズ

カラー >>

DM008P

¥OPEN
オーディオテクニカ
精度を高めたシンフォニック上位モデル

ロック

ダイナミック型

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（S/M/L）

DYNAMIC MOTION

ATH-IM70

迫力

ダイナミック型

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（S/M/L）、ダブルフランジ、
ウイングチップ
（S/M/L）

¥12,800（税抜） サエクコマース
全帯域表現力をバランスよく備える新鋭

奥行き
ジャズ

広がり

迫力

DYNAMIC MOTION

重低音

ロック

中高域

奥行き

DM008

¥14,095（税抜） フォーカルポイント
ルックスもサウンドも精密感が魅力

迫力

重低音

ロック

ATOMIC FLOYD

PowerJax +Remote

バランス
音場感
音の表現

繊細
ジャズ

音質評価表

音質評価表

重低音

クラシック

バランス
音場感
音の表現

広がり

迫力

ATH-CKR7

¥8,300（税抜） ソニー
切削アルミ筐体採用で太くソリッドな低音

バランス
音場感
音の表現

中高域

奥行き

AUDIO-TECHNICA

MDR-XB70

バランス
音場感
音の表現

重低音

ロック

SONY

バランス
音場感
音の表現

インナーイヤー型

SONY

MDR-EX450

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

ダイナミック型

高遮音性タイプ

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（S/M/L）
×2、低反発
（M）

投票No.235

￥10,000 〜 ￥20,000
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PHILIPS

hf5

Fidelio S2

¥OPEN
完実電気
精緻に描き込む鮮烈音像の個性派
重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.236

バランスド・アーマチュア型
高遮音性タイプ

SPEC ●イヤーチップ:トリプ
ルフランジ2種、グライダーイ
ヤーチップ、低反発

カラー >>

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

バランス
音場感
音の表現

¥OPEN
フィリップス
緻密な描写で音楽の深みを再現

クラシック

クラブ系

投票No.242

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ
クラブ系

投票No.237

ダイナミック型
高遮音性タイプ

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（S/
M/L）
、低反発
（S/M）

バランス
音場感
音の表現

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.243

KLIPSCH

高遮音性タイプ

ハイブリッド型

ベースエキサイター

SPEC
●イヤーチップ：シリコン
（S/
M/L）

カラー >>

SENNHEISER

X10

IE 60

¥OPEN
フロンティアファクトリー
最小最軽量の美麗サウンドが復活！
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.238

¥OPEN
ゼンハイザージャパン
ジャズ&クラシックも軽妙に演出
バランスド・アーマチュア型

SPEC
●イヤーチップ：シリコン
（S/M/
L）
、ダブルフランジ
（S/L）

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.244

MAXELL

ダイナミック型

SPEC ●イヤーチップ：
シリコン
（S/M/L）、ラメラ
（S/M/L）
●耳かけ装着

SHURE

MXH-DBA900

SE215 Special Edition

¥OPEN
完実電気
より厚みのある低音にチューニング！

¥OPEN
日立マクセル
ハイブリッドドライバー搭載の新ハイエンド
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.239

ハイブリッド型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.245

ONKYO

ダイナミック型

高遮音性タイプ

SPEC
●イヤーチップ：シリコン
（S/
M/L）
、低反発
（S/M/L）●
耳かけ装着

SONY

MDR-XB90EX

IE-FC300

¥OPEN
オンキヨー
老舗音響メーカーがつくるクリアサウンド
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.240

¥11,800（税抜） ソニー
唸るベース! 重低音シリーズの究極系!
ダイナミック型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）

カラー >>

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.246

ダイナミック型

高遮音性タイプ

SPEC
●イヤーチップ：シリコン
（XS/
S/M/L）
、ノイズアイソレーシ
ョンイヤーチップ
（S/M/L）

SONY

ORTOFON

e-Q5

XBA-H1

¥19,500（税抜） オルトフォン ジャパン
ジャズの繊細さもロックの粗さも生かす！
重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.241

カラー >>

¥OPEN
ソニー
ソニーが遂にハイブリッド型を投入!
バランスド・アーマチュア型
高遮音性タイプ

SPEC
●イヤーチップ
（S/M/L）
、低
反発
（L）

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

バランス
音場感
音の表現

カラー >>

ダイナミック型

セミオープン
SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L/XL）、低反発（M/
L）

¥OPEN
パイオニア
他の帯域を邪魔せずに唸る超低音成分！
音質評価表

音質評価表

重低音

クラシック

バランス
音場感
音の表現

繊細
ジャズ

SE-CX8

¥OPEN
JVCケンウッド
明るい高音と弾む低音のウッドサウンド

バランス
音場感
音の表現

広がり

迫力

PIONEER

HA-FX650

バランス
音場感
音の表現

中高域

奥行き

ロック

JVC

バランス
音場感
音の表現

重低音

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.247

ハイブリッド型

高遮音性タイプ

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）
、シリコンフォームイ
ヤーチップ
（S/M/L）

￥10,000 〜 ￥20,000
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●ジャズの聴きどころ
上原ひろみ「MOVE」のジャズピアノとJUJU「TAKE FIVE」を試聴。低音にも高音にも偏らない
バランスのよさや、演奏のニュアンスや空間性を伝える繊細な表現力などの要素を重視。

SONY

XBA-H2

¥OPEN
CAVジャパン
ミニサイズに凝縮された厚いSOULサウンド
重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.248

¥OPEN
ソニー
ハイブリッド型ミドルレンジは分厚い低音

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）

カラー >>

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

バランス
音場感
音の表現

¥OPEN
協和ハーモネット
強靭ボディにBAドライバーを2基搭載

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系

バランスド・アーマチュア型

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（S/M/L）

投票No.249

クラシック

クラブ系

高遮音性タイプ

XBA-40

¥29,500（税抜）
ソニー
包み込むように優しく充実した重低音
バランス
音場感
音の表現

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

広がり
繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系

カラー >>

投票No.250

¥46,000（税抜）
フォーカルポイント
チタン筐体で成し得た異次元サウンド
バランスド・アーマチュア型
高遮音性タイプ

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（S/M/L）、低反発（M）●
耳かけ装着

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

中高域

奥行き

ロック

SPEC ●イヤーチップ：
シリコン
（XS/S/MS/M/ML/L/
XL）、ノイズアイソレーション
チップ
（S/M/L）

ATOMIC FLOYD

重低音
迫力

バランスド・アーマチュア型
高遮音性タイプ

SuperDarts Titanium +Remote

¥OPEN
オーディオテクニカ
BA型2基搭載で低音も高音も素直に歌う

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

ハイブリッド型

高遮音性タイプ

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（S/
M/L）
、低反発
（M）

投票No.256

AUDIO-TECHNICA

JVC

HA-FX750

ATH-CKR9

¥OPEN
JVCケンウッド
ウッド3兄弟でいちばんパワフルな低音！
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系

¥30,000（税抜） オーディオテクニカ
世界初の駆動方式が生み出す豊かな空間性
ダイナミック型
高遮音性タイプ

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（S/M/L）
、低反発
（S/M）

投票No.251

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

バランス
音場感
音の表現

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

ダイナミック型

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（XS/S/M/L）

投票No.257

AUDIO-TECHNICA

KLIPSCH

ATH-IM03

Image X7i

¥OPEN
フロンティアファクトリー
ドライブ感の強い良質な中低音
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ
クラブ系

投票No.252

¥OPEN
オーディオテクニカ
BA型3基から生み出すバランスと滑らかさ
バランスド・アーマチュア型

SPEC
●イヤーチップ：シリコン
（S/M/
L）
、ダブルフランジ×2サイズ

カラー >>

音質評価表

音質評価表

重低音

クラシック

バランス
音場感
音の表現

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

バランスド・アーマチュア型
高遮音性タイプ

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（S/M/L）、低反発（M）●
耳かけ装着

投票No.258

PIONEER

AUDIO-TECHNICA

SE-CX9

ATH-CKR10

¥OPEN
パイオニア
遠慮なしの極大ベースを叩き出す！

¥40,000（税抜） オーディオテクニカ
新発想デュアルで超解像サウンド

中高域

奥行き

広がり

バランスド・アーマチュア型

繊細

ベースエキサイター

迫力
ジャズ

クラシック

クラブ系

SPEC ●イヤーチップ：
シリコン
（S/M/L)

￥20,000 〜 ￥30,000

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

投票No.253

ハイブリッド型

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（XS/
S/M/L）
、シリコンフォームイ
ヤーチップ
（S/M/L）

投票No.254

AUDIO-TECHNICA

バランス
音場感
音の表現

繊細

投票No.255

ATH-IM02

バランス
音場感
音の表現

広がり

迫力
ジャズ

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

バランス
音場感
音の表現

中高域

奥行き

SONY

ZH-BX700-CD(CARBO DOPPIO)

バランス
音場感
音の表現

重低音

ロック

ZERO AUDIO

バランス
音場感
音の表現

インナーイヤー型

SOUL

MINI

バランス
音場感
音の表現

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

ダイナミック型

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（XS/S/M/L）

投票No.259

￥30,000 〜 ￥60,000
PREMIUM HEADPHONE GUIDE
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AUDIO-TECHNICA

SENNHEISER

ATH-IM04

IE 80

¥OPEN
オーディオテクニカ
BA型4基で自然に充実した低音を実現
重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.260

バランス
音場感
音の表現

バランスド・アーマチュア型

音質評価表

音質評価表

バランス
音場感
音の表現

¥OPEN
ゼンハイザージャパン
名機・IE 8の音を継承しつつ描写力を向上
高遮音性タイプ

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（S/M/L）、低反発（M）●
耳かけ装着

クラシック

クラブ系

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.261

バランス
音場感
音の表現

ノイズキャンセリング

SPEC
●イヤーチップ:StayHear＋チ
ップ
（S/M/L）

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.267

JVC

バランスド・アーマチュア型
高遮音性タイプ

SPEC ●イヤーチップ：
シリコン
（S/M/L）、低反発（S/M/
L/イエローフォーム）、トリプ
ルフランジ ●耳かけ装着

SONY

XBA-H3

¥OPEN
JVCケンウッド
完成されたバランスが光るウッド最上級機
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

¥OPEN
ソニー
ハイブリッド＋HDトゥイーターの贅沢構成
バランス
音場感
音の表現

ダイナミック型

音質評価表

音質評価表

重低音

投票No.262

高遮音性タイプ

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（S/
M/L）
、低反発
（S/M）

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.268

KLIPSCH

ハイブリッド型

高遮音性タイプ

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（XS/S/M/L）
、シリコンフォ
ームイヤーチップ（S/M/L）
●耳かけ装着

ULTIMATE EARS

Image X11i

UE900s

¥OPEN
フロンティアファクトリー
X10進化形はミッドローがさらに充実
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

¥OPEN
ロジクール
高度な再現性と耳あたりの優しさを両立
バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

投票No.263

バランスド・アーマチュア型

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（S/M/L）、ダブルフランジ
（S/M）

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.269

NUFORCE

バランスド・アーマチュア型

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（XXXS/XXS/XS/S/M/
L）、 形状記憶イヤーチップ
（S/M/L）●耳かけ装着

AKG

K3003

Primo 8

¥53,000（税抜）
フューレンコーディネート
無駄を削ぎ落としたスピードスター！
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

¥OPEN
ハーマンインターナショナル
音楽性を突き詰めたハイブリッドモデル
バランス
音場感
音の表現

バランスド・アーマチュア型

音質評価表

音質評価表

重低音

投票No.264

高遮音性タイプ

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（S、M、L、XL）、低反発
（M、L）●耳かけ装着

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.270

ORTOFON

ハイブリッド型

SPEC
●イヤーチップ：シリコン
（S/
M/L）

SHURE

e-Q8

SE846

¥38,000（税抜） オルトフォンジャパン
世界初の純銀コイルBAドライバー搭載
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

¥OPEN
完実電気
限りなく深い低音、限りなく透明な空間
バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

投票No.265

バランスド・アーマチュア型
高遮音性タイプ

SPEC
●イヤーチップ:シリコン
（S/
M/L）
、低反発
（L）

PREMIUM HEADPHONE GUIDE

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.271

￥30,000 〜 ￥60,000
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高遮音性タイプ

¥OPEN
完実電気
高域チューニングをさらに高めた限定機

HA-FX850

バランス
音場感
音の表現

ダイナミック型

SPEC ●イヤーチップ：
シリコン
（S/M/L）
、ラメラ
（S/M/L）
、
モールド
（S/L）
、低反発
（S/
L） ●耳かけ装着

SE535 Special Edition
音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

バランス
音場感
音の表現

繊細
ジャズ

SHURE

¥30,000（税抜） ボーズ
イヤホン型で最高レベルのノイキャン性能

バランス
音場感
音の表現

広がり

迫力

投票No.266

Bose QuietComfort 20

バランス
音場感
音の表現

中高域

奥行き

ロック

BOSE

バランス
音場感
音の表現

重低音

バランスド・アーマチュア型
高遮音性タイプ

SPEC ●イヤーチップ:シリコン
（S/M/L）
、低反発
（S/M/L/
イエローフォーム）
、トリプルフ
ランジ ●耳かけ装着

￥60,000 〜

●クラシックの聴きどころ
カルロス・クライバー＆ウィーンフィル「ベートーベン交響曲5＆7番」を試聴。フルオーケストラ曲であるため、
中低音の厚みや全体のダイナミクスに注目。

SE-MJ512

オーバーヘッド型
ヘッドホンカタログ

¥2,381（税抜）問 パイオニア
ストレートで素直なサウンド表現
音質評価表

バランス
音場感
音の表現

監修／野村ケンジ

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力
ジャズ

クラシック

クラブ系

AKG

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ
クラブ系

投票No.272

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径：40mm
●インピーダンス：32Ω

バランス
音場感
音の表現

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ
クラブ系

投票No.278

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径:40mm
●インピーダンス:32Ω

カラー >>

SENNHEISER

PX 95

¥9,500（税抜）問 オーディオテクニカ
フォーカスよい重低音でグルーヴ感を堪能
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.273

¥OPEN
問 ゼンハイザージャパン
ヌケの良い迫力タップリのサウンド
密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径:53mm
●インピーダンス:46Ω

カラー >>

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

バランス
音場感
音の表現

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

オープンエアー型

SPEC
●ドライバー口径:非公開
●インピーダンス:32Ω

投票No.279

SENNHEISER

BEYERDYNAMIC

DTX 501 p

PX 200-II

¥OPEN
問 ティアック
キレがよく音色もニュートラル

¥OPEN
問 ゼンハイザージャパン
ボリューム調節可能。初代から大幅に改善！
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.274

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径:非公開
●インピーダンス:250Ω

カラー >>

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

バランス
音場感
音の表現

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.280

JBL

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径：非公開
●インピーダンス：32Ω

カラー >>

AUDIO-TECHNICA

JBL BassLine

ATH-A900X

¥OPEN
問 ハーマンインターナショナル
ディープな低音でパワフルなサウンド
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.275

¥OPEN
問 オーディオテクニカ
上位モデルに迫るワンクラス上の上質さ
密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径:40mm
●インピーダンス:32Ω

カラー >>

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

密閉型

SPEC
●ドライバー口径:53mm
●インピーダンス:42Ω

投票No.281

AUDIO-TECHNICA

KOSS

PORTA PRO

ATH-M50x

¥OPEN
問 ティアック
押し出しの強さが魅力のロングセラー機
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系

¥OPEN
問 オーディオテクニカ
力強い中低域と雄大な広がりを両立
オープンエアー型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径:非公開
●インピーダンス:60Ω

〜 ￥10,000

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

投票No.276

重低音

クラシック

AUDIO-TECHNICA

ATH-WS55X

バランス
音場感
音の表現

カラー >>

¥7,143（税抜）問 パイオニア
自然で心地よいサウンドキャラクター
音質評価表

音質評価表

重低音

クラシック

バランス
音場感
音の表現

折りたたみ式

SE-MJ542

¥OPEN
問 ハーマンインターナショナル
ギタリスト御用達!? ソロが超気持ちいい!

バランス
音場感
音の表現

密閉型

SPEC
●ドライバー口径:40mm
●インピーダンス:32Ω

PIONEER

K404

バランス
音場感
音の表現

繊細

ロック

投票No.277

バランス
音場感
音の表現

オ ー バ ー ヘッ ド 型

PIONEER

もっとい い 音で聴きた い！

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.282

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径:45mm
●インピーダンス:38Ω

カラー >>

￥10,000 〜￥20,000
PREMIUM HEADPHONE GUIDE
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BOSE

SONY

Bose SoundTrue on-ear headphones

MDR-10R

¥18,000（税抜） 問 ボーズ
フォーカス感の高い低域で臨場感たっぷり
重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.283

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径:非公開
●インピーダンス:非公開

カラー >>

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

バランス
音場感
音の表現

¥OPEN
問 ソニー
心地よい音色と明快な抑揚感を併せ持つ

クラシック

クラブ系

投票No.289

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ
クラブ系

投票No.284

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径：40mm ●イ
ンピーダンス：32Ω

カラー >>

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

中高域

奥行き

広がり
繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.285

繊細
ジャズ
クラブ系

投票No.290

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径:非公開
●インピーダンス:非公開

カラー >>

¥19,000（税抜） 問 モダニティ
解像度感や空間表現の優秀さが際立つ
密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径:40mm ●
インピーダンス:32Ω

カラー >>

バランス
音場感
音の表現

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

ロック

繊細
クラブ系

クラシック
カラー >>

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径:40mm
●インピーダンス:非公開

ジャズ

投票No.291

ONKYO

限定カラー >>

AKG

ES-HF300

K545

¥OPEN
問 オンキヨー
ナチュラルながら演奏がより印象的に

¥OPEN
問 ハーマンインターナショナル
AKGらしい広がり感のある音場表現は健在

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径:40mm
●インピーダンス:32Ω

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

投票No.286

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.292

SOL REPUBLIC

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径：50mm
●インピーダンス：32Ω

カラー >>

AKG

TRACKS HD

K550

¥OPEN
問 完実電気
丁寧で明るい艶やかなサウンド

¥OPEN
問 ハーマンインターナショナル
余裕ある鳴りっぷりで躍動感あふれる
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

密閉型

SPEC
●ドライバー口径:40mm
●インピーダンス:68Ω

カラー >>

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径：50mm
●インピーダンス：32Ω

投票No.293

SONY

AKG

MDR-CD900ST

¥18,000（税抜） 問 ソニー・ミュージックコミュニケーションズ
充実した低域が魅力の定番モニター
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

密閉型

SPEC
●ドライバー口径:40mm
●インピーダンス:63Ω

￥10,000 〜 ￥20,000
PREMIUM HEADPHONE GUIDE

Q701

¥OPEN
問 ハーマンインターナショナル
広大な空間表現と緻密なニュアンス
バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

投票No.288
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広がり

迫力

ロック

音質評価表

音質評価表

中高域

奥行き

ロック

中高域

奥行き

SMS AUDIO

重低音
迫力

重低音

OnEar

¥16,000（税抜）問 ザウンドインダストリートウキョウ
中域にこだわったリズミカルなサウンド

バランス
音場感
音の表現

折りたたみ式

カラー >>

クラシック

MARSHALL HEADPHONES

MAJOR

投票No.287

密閉型

SPEC
●ドライバー口径:40mm
●インピーダンス:40Ω

¥OPEN
問 CAVジャパン
SOULらしさを受け継ぐカジュアルモデル

重低音

クラシック

バランス
音場感
音の表現

繊細
ジャズ

LOOP

¥OPEN
問 クリエイティブメディア
豊かに広がる低音が心地よく響く

バランス
音場感
音の表現

広がり

迫力

SOUL

Aurvana Live!2

バランス
音場感
音の表現

中高域

奥行き

ロック

CREATIVE

バランス
音場感
音の表現

重低音

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.294

オープンエアー型

SPEC
●ドライバー口径:非公開
●インピーダンス：62Ω

カラー >>

￥20,000 〜 ￥40,000
●クラブ系の聴きどころ
Daft Punk「Give Life Back to Music」
とNicki Minaj「Whip It」を試聴し、とくに低音（ベース）の
表現に注目。厚みやボリューム感に加えて、深く沈みつつ引き締まったキレもあればベスト。

PHILIPS

Fidelio L2

¥36,000（税抜）問 オーディオテクニカ
帯域バランスの整った聴き心地のよさが魅力
重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.295

¥OPEN
問 フィリップス
エッジの効いたグルーヴィーなサウンド
密閉型

SPEC
●ドライバー口径:53mm
●インピーダンス:38Ω

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

バランス
音場感
音の表現

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細
ジャズ

投票No.296

クラシック

クラブ系

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径:非公開
●インピーダンス:非公開

カラー >>

投票No.301

バランス
音場感
音の表現

ロック

ジャズ
クラブ系

投票No.302

広がり

迫力

繊細
クラブ系
限定カラー

>>

>>

密閉型

ノイズキャンセリング

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径:非公開
●インピーダンス:非公開

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

中高域

ジャズ

広がり

迫力

繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.303

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径:50mm
●インピーダンス:32Ω

カラー >>

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.298

¥OPEN
問 ゼンハイザ—ジャパン
臨場感あふれるダイナミックサウンド
密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径：55mm
（低
音用）、30mm（中高音用）
●インピーダンス：16Ω

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

クラブ系

クラシック

密閉型

SPEC
●ドライバー口径:非公開
●インピーダンス:18Ω

ジャズ

投票No.304

JVC

カラー >>

SENNHEISER

HA-SZ2000

HD 598

¥OPEN
問 JVCケンウッド
2ドライバーで究極重低音を追求

¥OPEN
問 ゼンハイザージャパン
伸びやかで広がりのある上質なサウンド
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.299

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径：55mm
（低
音用）
、30mm
（中高音用）
●インピーダンス：16Ω

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

オープンエアー型

SPEC
●ドライバー口径：非公開
●インピーダンス：50Ω

投票No.305

SENNHEISER

KLIPSCH

MOMENTUM

STATUS

¥OPEN
問 ゼンハイザージャパン
熱気あるストレートな音楽表現が魅力

¥OPEN
問 フロンティアファクトリー
情緒的で表現豊かなサウンドが魅力
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細
ジャズ

クラシック

クラブ系
カラー >>

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径：40mm ●
インピーダンス：32Ω

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

ロック

投票No.300

中高域

奥行き

MOMENTUM On-Ear

¥OPEN
問 JVCケンウッド
伸びやかな中高域とディープな低域

バランス
音場感
音の表現

重低音

SENNHEISER

HA-SZ1000

バランス
音場感
音の表現

密閉型

SPEC
●ドライバー口径:40mm
（低
音用）、40mm（中高音用）
●インピーダンス:16Ω

カラー >>

ロック

JVC

バランス
音場感
音の表現

繊細

¥OPEN
問 パイオニア
振動が伝わるかのようなディープな重低音

奥行き

カラー

広がり

迫力

PIONEER

重低音

投票No.297

中高域

奥行き

SE-MX9

¥OPEN
問 完実電気
質感の高いゴージャスサウンド

クラシック

重低音

クラシック

BEATS BY DR.DRE

ロック

セミオープン型

SPEC
●ドライバー口径:40mm
●インピーダンス:16Ω

¥OPEN
問 パイオニア
ダイヤル調整で重低音をコントロール

Studio

バランス
音場感
音の表現

繊細
ジャズ

音質評価表

音質評価表

重低音

クラブ系

広がり

迫力

SE-MX7

¥OPEN
問 完実電気
ディープ重低音がさらにクオリティアップ

ロック

中高域

奥行き

PIONEER

Solo2

クラシック

重低音

ロック

BEATS BY DR.DRE

バランス
音場感
音の表現

オ ー バ ー ヘッ ド 型

AUDIO-TECHNICA

ATH-D900USB

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.306

密閉型

SPEC
●ドライバー口径：非公開
●インピーダンス：18Ω

カラー >>

￥20,000 〜 ￥40,000
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SONY

SHURE

SRH1540

MDR-1RMK2

¥OPEN
問 完実電気
多彩な表現力で演奏をダイナミックに演出

¥OPEN
問 ソニー
音楽の躍動感をリアルに伝えてくれる
重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.307

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径：40mm
●インピーダンス：24Ω

カラー >>

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

バランス
音場感
音の表現

クラシック

クラブ系

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ
クラブ系

¥OPEN
問 完実電気
音楽の楽しさを伝える正確無比な音

オープンエアー型

SPEC
●ドライバー口径:非公開
●インピーダンス:62Ω

投票No.308

バランス
音場感
音の表現

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ
クラブ系

オープンエアー型

SPEC
●ドライバー口径：40mm
●インピーダンス：65Ω

投票No.314

AKG

K812

¥OPEN
問 フィリップス
ダイナミックさと繊細さを両立

¥OPEN
問 ハーマンインターナショナル
音のすべてが把握できる超絶リアルサウンド
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径:50mm
●インピーダンス:16Ω

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

投票No.309

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

オープンエアー型

SPEC
●ドライバー口径：53mm
●インピーダンス：36Ω

投票No.315

PHILIPS

BEYERDYNAMIC

Fidelio X1

T1

¥OPEN
問 フィリップス
キレがよく芯のしっかりしたサウンド

¥OPEN
問 ティアック
演奏の魅力を引き出すピュアサウンド
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

オープンエアー型

SPEC
●ドライバー口径:50mm
●インピーダンス:30Ω

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

投票No.310

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

セミオープン型

SPEC
●ドライバー口径：非公開
●インピーダンス：600Ω

投票No.316

DENON

SENNHEISER

HD8 DJ

AH-D7100

¥OPEN
問 ゼンハイザージャパン
解像感が高くキレのよい究極のDJモデル
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

¥OPEN
問 ディーアンドエムホールディングス
厚みのあるキレのよいサウンド
密閉型

折りたたみ式

SPEC
●ドライバー口径:非公開
●インピーダンス：95Ω

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

投票No.311

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

密閉型

SPEC
●ドライバー口径：50mm
●インピーダンス：25Ω

投票No.317

SENNHEISER

SENNHEISER

HD 650

HD 800

¥OPEN
問 ゼンハイザージャパン
音楽の魅力をしっかり伝える定番モニター
中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

¥OPEN
問 ゼンハイザージャパン
超絶解像度と豊かな表現力をもつ
オープンエアー型

SPEC
●ドライバー口径:非公開
●インピーダンス：300Ω

￥40,000 〜 ￥60,000
PREMIUM HEADPHONE GUIDE

バランス
音場感
音の表現

音質評価表

音質評価表

重低音

投票No.312
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重低音

クラシック

PHILIPS

A5-PROi

バランス
音場感
音の表現

密閉型

SPEC
●ドライバー口径:40mm
●インピーダンス:46Ω

投票No.313

音質評価表

音質評価表

重低音

クラシック

バランス
音場感
音の表現

繊細
ジャズ

SRH1840

¥OPEN
問 ハーマンインターナショナル
整った帯域バランスと多彩な音楽表現を披露

バランス
音場感
音の表現

広がり

迫力

SHURE

K712 PRO

バランス
音場感
音の表現

中高域

奥行き

ロック

AKG

バランス
音場感
音の表現

重低音

重低音

中高域

奥行き

広がり

迫力

繊細

ロック

ジャズ

クラシック

クラブ系

投票No.318

オープンエアー型

SPEC
●ドライバー口径：56mm
●インピーダンス：300Ω

￥60,000 〜

How to choose Earphones

イヤホンの選び方
デザインや音質、使い勝手など、
イヤホン選びの際に注目してほしいポイントはたくさんあります。
ここでは、お気に入り探しがもっと楽しくなる
イヤホンの基礎用語をまとめて解説します！

各パーツの名称

イヤーハンガー

ケーブル

プラグ
イヤーチップ

ハウジング

ドライバーの個性の違いで
音質傾向も大きく異なる
イヤホンと一口にいっても大きく 2 種類にわけられ
る。主流は耳の奥までノズルを差し込む「カナル型」
で、もうひとつは、iPhone や iPod の付属イヤホンに
代表される「インナーイヤー型」だ。後者は誰の耳で

CHECK!
イヤホンの内部構造
ドライバー
サポート
フレーム

音響抵抗
スクリーン

ハウジング

も装着しやすいが音漏れしてしまう。その一方で、カ

イヤーチップ
ノズル

ナル型は密閉度が高く、音漏れが少ないのが特徴だ。

ドライバー
ユニット

電車通勤や通学など、公共の場で使うなら、カナル型
を選ぼう。

ダイヤフラム
（振動板）
ドライブ・ロッド

磁石

音
ボイスコイル
磁石

磁石

術を応用した「バランスド・アーマチュア型」も人気

ダイヤフラム
（振動板）
磁石

計方式の違いによって、音の傾向も異なるからだ。一
般的なのは「ダイナミック型」
。近年は、補聴器の技

アコースティック・
シール

ドライバーの特徴

音質で選ぶなら、音を発生させるパーツ「ドライ
バーユニット」に注目しよう。それはドライバーの設

が高い。さらに、この 2 つの方式のドライバーを複数
組み合わせる「ハイブリッド」タイプも登場している。
また、装着感でも低音の聴こえ方が変わるので、イ
ヤーチップは正しいサイズを必ず選んでほしい。購入

イヤホンもヘッドホン
も 基 本 構 造 は 同じ。
音質の要である
「ドラ
イバーユニット」
、それ
を囲む「 ハウジング」
、
耳との 密 着度を上げ
るイヤーチップなど、
細かな設 計の積み重
ねで音質は決まる。

脱着コネクター

ダイナミック型

多くのヘッドホンが採用し、一般的
にパワフルな低音再生が特長。

音
ボイスコイル
ボイスコイル
ボイスコイル
ボイスコイル

磁石 磁石
磁石 磁石

アーマチュア

バランスド・アーマチュア型

補聴 器の技術を応用したドライバ
ーで、繊細かつ分解能が高い。

前に付属品もチェックしよう！

PREMIUM HEADPHONE GUIDE
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How to choose Headphones

ヘッドホンの選び方
ヘッドホンは構造の違いで音漏れの度合いが変わるため用途にあわせて選ぶべき。
シンプルに見えて奥深いヘッドホンの構造から
音質が決まるポイント、基礎用語まで紹介します。

各パーツの名称

ヘッドバンド

スライダー

バッフル

アーム
イヤーパッド

ハウジング

プラグ

種類と構造が異なれば
用途も音質も変わる！

CHECK!
ハウジングの構造による違い

ヘッドホンはデザインや構造の違いで、特徴が大き
く異なる。そのため、用途に応じた選び方が必要だ。
まず、ヘッドホンの種類には、耳を覆うタイプで
やや大型になる「アラウンドイヤー型」と、耳の上に
のせるタイプで小ぶりな「オンイヤー型」とある。一
部モデルは、アームが折りたためたり、ハウジングを

90 度スイーベルできたりもするので、よく鞄にしま
う人はこの機構にも注目だ。

オープンエアー型

ヘッドホンの外側の箱にあたるハウジングが密閉
されているか、いないかの違いが、音漏れと音質に影
響する。密閉されている「密閉型」は、遮音性が高く
外でも使え、低音再生が持ち味。一方、密閉されてい
ない「オープンエアー型」は、音が漏れるため室内用
途中心だが、聴き疲れのない高音が魅力だ。また、側
圧も低音再生に影響するので確認が必要だ。
各社のこだわりは、イヤーパッドの材質からケーブ
ルまで細部に渡る。音質はこうしたパーツの総合力で
決まるので、しっかりチェックして選んでほしい。
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密閉型

ハウジングが開放され、聴き疲れしに ハウジングを密閉し、遮音性を高め
くく、自然で広がりのある音が魅力。
そ た構造。力強い低音再生が魅力で、
の一方で、
音は周囲に漏れやすくなる。 迫力のある音が楽しめる。

スペックの読み方
再生周波数帯域

ヘッドホンが 再生でき
る低 音 域 から高 音 域
までを 数 値 化したも
の。人 の 可 聴 領 域 は
20Hz から20,000Hzま
でといわれるが、この
値は 最 終 的な 音 質と
はあまり関係がない。

インピーダンス

ヘッドホンが持つ電気
抵抗の大小を表した数
値。駆動力の小さなポ
ータブルプレーヤーと
は、この数字が小さい
ヘッドホンの方が電力
効 率をよくでき、充分
な音量を確保できる。

能率

この 数 字 が 大きい方
が、同じボリュームでよ
り大きな音量が得られ
る。数 字が小さいと適
切な 音 量 が 得られな
いことがある一方、大
きすぎても今度は調節
が難しくなる。

How to choose Portable headphone amps

ポタアンの選び方
スマートフォンでは出力レベルが小さいので、ヘッドホンが持つ本来の力を発揮するのは難しいもの。
ポテンシャルを最大限引き出すためには、迷わずポタアンを使うのがお薦めです。
ここではポタアンの基礎用語と選び方を解説しましょう。

各パーツの名称

ケース
ボリューム

入力端子

ゲインスイッチ
出力切り替えスイッチ

出力端子

ステレオミニケーブル

接続方法
とは

重ねて使おう！

USB ケーブル

ヘッドホンアンプは
持ち運びしやすいよ
うに、プレーヤーと
結束バンドで固定し
て使おう！

デジタル音声ケーブル

iPhoneなどのスマートフォン／
ポータブルプレーヤー

ワンランク上の音質に！
今買うならハイレゾ対応だ

イヤホン・
ヘッドホン

ポタアン

CHECK!
ハイレゾ音源とは

高級ヘッドホンを購入したが、試聴時の音と異な

「 ハ イ レ ゾ 」と は High
Resolusion（ ハ イレ ゾ
リューション）な音源、つ
まり高 解 像な音 楽ファ
イル のことだ。音 楽 CD
（ 44.1kHz/16bit）の 約
3 倍 以 上の 情 報 量を持
つ。FLAC 、WAVといっ
たリニアPCM 形式のほ
か、SACD に採用された
DSD といった 音 楽フォ
ーマットもある。

る。そんな不満を感じたら、ポータブルヘッドホンア
ンプ
（ポタアン）
の導入を検討しよう。というのも、ス
マートフォンの出力は長時間駆動を優先しており、
音量を大きくするアンプの力は非力といっても過言
ではない。しかし、ポタアンなら豊富な電力で駆動で
きるので、一段上の音質を楽しめるのだ。
選ぶポイントは、サイズやバッテリー駆動時間な
ど、ポータブルならではの仕様をまずチェックしよ
う。さらに、USB などのデジタル入力を搭載し、話
題の「ハイレゾ」音源の再生に対応しているかも要

サンプリング周波数

量子化ビット数

注目！ たとえば iPhone とハイレゾ対応ポタアン

96kHz/24bitを例にとると、96kHz

96kHz/24bitを 例 にとると、24bit

があれば、スタジオで録 音されたマスタークオリ

の方がサンプリング周波数。記録
の 頻 度 を 表 す 数 値 で、96kHz な
ら、1 秒 間を96,000 分割して音声
を記 録していることになる。数値
が大きい方が 記 録 精度が 高いこ
とを意味する。

の方が量子化ビット数。音の大小を
どれくらいの細かさで記録している
のかを表す数値。この数値が大き
いほど、微 細な音の変化を忠実に
再現できるようになる。

ティである 96kHz/24bit といった CD の 3 倍以上の
情報量をもった高解像度サウンドを、余すことなく
味わえるのだ。サポートも安心な国内メーカーから
続々発売された今こそ、ポタアンでハイレゾをはじ
めよう！
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HEADPHONE BRAND NAVI
掲載アイテムお問い合わせ一覧

AKG
Astell&Kern
ATOMIC FLOYD
AUDIO-TECHNICA
Beats by Dr. Dre
BEYERDYNAMIC
Bose
B&O PLAY
B&W
CREATIVE
Deff Sound
Denon
Dynamic Motion
ELECOM
FURUTECH/ADL
iBasso Audio
iFI-Audio
JBL/HARMAN/KARDON
JVC
Klipsch
Marshall Headphones
MAXELL
MONSTER
NuForce
ONKYO
ortofon
Panasonic
Parrot
Philips
Pioneer
SAEC
SENNHEISER
Shure
Skullcandy
SOL REPUBLIC
Sony
SMS AUDIO
SOUL
TDK Life on Record
TEAC
Ultimate Ears
URBANEARS
Westone
ZERO AUDIO

ハーマンインターナショナル
（株）

0570-550-465

http://akg.harman-japan.co.jp

アイリバーサポートセンター

0570-002-220

http://www.iriver.jp/

フォーカルポイント
（株）

−

（株）
オーディオテクニカ

0120-773-417

http://www.audio-technica.co.jp/

03-3261-2071

http://beats.kanjitsu.com/

完実電気
（株）
ティアック
（株）

0120-152-854

http://tascam.jp/

ボーズ
（株）

0570-080-021

http://www.bose.co.jp/

完実電気
（株）

03-3261-2071

http://kanjitsu.com/beoplay

0570-666-112

http://www.bowers-wilkins.jp/

（株）
ディーアンドエムホールディングス
クリエイティブメディア
（株）

03-3256-5577

http://jp.creative.com/

ディーフ
（株）

06-4963-2797

http://www.deﬀ.co.jp

（株）
ディーアンドエムホールディングス

0570-666-112

http://denon.jp

サエクコマース
（株）

03-3588-8481

http://www.saec-com.co.jp/

エレコム
（株）

0570-084-465

http://www.elecom.co.jp/

フルテック
（株）

03-5437-0281

http://www.furutech.com/

ヒビノインターサウンド（株）

03-6367-5691

http://www.hibino-intersound.
co.jp/ibasso̲audio/

050-3631-5749

http://iﬁ-audio.jp

（株）
オフィスENZO
ハーマンインターナショナル
（株）
（株）
JVCケンウッド
フロンティアファクトリー
（株）
ザウンドインダストリートウキョウ
（株）

http://www.harman-japan.co.jp/

0120-2727-87

http://www3.jvckenwood.com/

−

http://www.klipsch.jp/

03-6434-1541

http://zoundtokyo.com/

03-5213-3525

http://www.maxell.co.jp/

完実電気
（株）

03-3261-2071

http://kanjitsu.com/monster

フューレンコーディネート

0120-004-884

http://www.nuforce.jp/

オンキヨー
（株）

050-3161-9555

http://www.jp.onkyo.com/

オルトフォンジャパン
（株）

03-3818-5243

http://www.ortofon.jp/

パナソニック
（株）

0120-878-365

http://www.panasonic.jp/

モダニティ
（株）
（株）
フィリップス エレクトロニクス ジャパン

−

http://www.parrot.com/jp

0120-336-634

http://www.philips.co.jp/
http://pioneer.jp/

パイオニア
（株）

0120-944-222

サエクコマース
（株）

03-3588-8481

http://www.saec-com.co.jp

ゼンハイザージャパン
（株）

03-6406-8911

http://www.sennheiser.co.jp/
http://kanjitsu.com/shure

完実電気
（株）

03-3261-2071

スカルキャンディージャパン

03-6418-7944

http://jp.skullcandy.com/

完実電気
（株）

03-3261-2071

http://sol.kanjitsu.com/

ソニーマーケティング
（株）

0120-777-886

http://www.sony.jp/

モダニティ
（株）

−

CAVジャパン
（株）

0120-232-765

http://www.smsaudio.jp/
http://www.cav-japan.co.jp/

イメーション
（株）

0120-81-0544

http://www.tdk-media.jp/

ティアック
（株）

0570-000-701

http://www.teac.co.jp/

（株）
ロジクール
ザウンドインダストリートウキョウ
（株）
テックウインド
（株）
協和ハーモネット
（株）

最新ヘッドホン情報も満載！

http://www.phileweb.com/
企画・編集／株式会社 音元出版 SP DIVISION
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9
第七東ビル8F ☎03-3255-4471
デザイン／ポンプワークショップ、SLOW.inc
印刷／大日本印刷 表紙撮影／田代法生
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0570-550-465

日立マクセル
（株）

オーディオ・ビジュアルのポータルサイト
「ファイル・ウェブ」毎日更新中！
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http://www.atomicﬂoyd.jp/

050-3786-2085

http://www.ultimateears.com/ja-jp/

03-6434-1541

http://zoundtokyo.com/

−
050-3537-3210

http://www.tekwind.co.jp/
http://www.zeroaudio.jp/

ヘッドホンガイドマガジンVol.2発売中！
全国書店および電子ブックストアにて
『プレミアムヘッ
ドホンガイドマガジン』Vol.2が好評発売中! 定価980
円。 世界のブランド特集、1万円以下ベストバイ、
ハイレゾ／ポタアン大特集まで盛り沢山の内容です！
『プレミアムヘッドホンガイド』twitterはじめました！
アカウントは「@HEADPHONEGUIDE」です。
フォローお願いします！

