


ハイレゾ対応バンドポータブルヘッドホン

SIGNA 01（HA-SS01）

SIGNA 02（HA-SS02）

ハイレゾの真価を、伝えたい

目に見 えなくても、触 れられそうな 気 がする。

シンプル だけど、確 かな 価 値 を 秘 めて いる。

ハイクラスヘッドホンシリーズ、C L A S S - S 。

上 質とは なに か。音 楽 が 描きだす、ひとつ の 答え。

※
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ハイレゾ対応バンドポータブルヘッドホン

木が秘めた力を、伝えたい

WOOD 01（HA-SW01）

WOOD 02（HA-SW02）

目に見 えなくても、触 れられそうな 気 がする。

シンプル だけど、確 かな 価 値 を 秘 めて いる。

ハイクラスヘッドホンシリーズ、C L A S S - S 。

上 質とは なに か。音 楽 が 描きだす、ひとつ の 答え。

NEW

NEW

※

※当社は、ハイレゾ音源の持つクオリティを再現できる高音質なオーディオ機器にこのマークを付しています。
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家入 レオ

これが、ハイレゾヘッドホンの“真価 ”。
いつまでも聴いていたい、ワンランク上のサウンドと装着感。
音楽の本質を追求したハイレゾ対応バンドポータブルヘッドホン。

■新たにPEN振動板を採用した
　新開発のハイレゾ対応高音質ドライバーユニット搭載

■快適な装着感と高音質を実現する
　ハイレゾ仕様イヤーパッド採用

■高解像度サウンドを実現する
　“トリプルマグネット（SIGNA 01）”＆“ダブルマグネット（SIGNA 02）”採用 

■ワイド＆フラットなハイレゾサウンドを実現する
　新開発シーケンシャル・ツイン・エンクロージャー採用

■ドライバーユニットの能力をロスなく引き出す
　“アンチバイブレーションリング”搭載（SIGNA 01）

振動板には軽量で高強度なPEN素材を新たに採用。ハイレゾ音源の持つ繊細
な音楽情報を豊かに再現します。また、ユニット内には新開発の“クリアサウンド
プラグ”を配置。抜けが良く、純度の高い中域を実現しています。

イヤーパッドには、音質にも配慮し選定した肌触りの
よいレザー素材と低反発クッションを採用。快適な装着
感と高音質を実現します。SIGNA 01には、さらに肌
触りのよいコンフォータブル素材を採用し、より装着感
と音質を高めました。

SIGNA 01には、メインマグネットの前方と後方にそれぞれマグネットを配置した
“トリプルマグネット”を採用。磁力を最適化することで、入力信号への応答速度
を大幅に高め、音の輪郭を細部まで再現します。SIGNA 02には、メインマグネット
の前方にマグネットを配置した“ダブルマグネット”を採用。キレの良いサウンドを
実現します。

エンクロージャー（筐体）の内側に中高域用のキャビティ（小部屋）を配置した、新開発のシーケンシャル・
ツイン・エンクロージャーを採用。中高域と低域のバランスを最適化し、ワイド＆フラットなハイレゾサウンド
を実現します。また筐体には、ハイレゾ対応ドライバーユニットの表現力を最大限に引き出す、グラスファイ
バー配合高強度ポリアミド樹脂を採用しました。

バッフルの不要な振動を抑制し、ハイレゾ対応ドライバーユニットの能力をロスなく引き出すことで高音質
を実現する、アンチバイブレーションリングを搭載しました。 

SIGNA 01 断面図（イメージ）

※

■シンプルな美しさを追求した本物志向のスタイリッシュデザイン

■新開発“アンチバイブレーションジャック”＋L/R独立グランドプラグ＆ケーブル採用
新開発“アンチバイブレーションジャック”の採用により、着脱ケーブルのプラグとジャックの接触を安定させ、
振動による音質劣化を抑制します。さらに、セパレーションを向上させ、自然な空間表現を実現するL/R
独立グランドプラグ＆ケーブルを採用しました。

ビジネスファッションにもマッチする、シンプル＆スマートなスタイリッシュデザイン。
コンパクト＆軽量設計で、洗練されたスタイリングを提案します。

※当社は、ハイレゾ音源の持つクオリティを再現できる高音質なオーディオ機器にこのマークを付しています。

SIGNAスペシャルサイトへのアクセスはこちら
http://www3.jvckenwood.com/accessory/signa/

■バッグに収納しやすいスイーベル機構採用
折りたたみ式

（スイーベル機構）

HEADPHONES CLASS-Sシリーズ
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 ケーブル長 入力プラグ 質量（ケーブル別） 付属品

HA‐SS01 99dB/1mW 8Hz～52,000Hz 56Ω 1,000mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約245g 着脱式ケーブル、キャリングケース

HA‐SS02 98dB/1mW 8Hz～52,000Hz 56Ω 1,000mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約220g 着脱式ケーブル、キャリングケース

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

表情豊かなボーカル、重なり合う楽器の音色を
艶やかに再現したプレミアムモデル

重なり合う音色を一音一音まで
鮮やかに再現するスタンダードモデル

SIGNA 01（HA-SS01） オープン価格＊ SIGNA 02（HA-SS02） オープン価格＊

ハイレゾ対応バンドポータブルヘッドホン ハイレゾ対応バンドポータブルヘッドホン
NEW NEW

密閉タイプ 密閉タイプ口径40mm 口径40mmケーブル長
1.2m

ケーブル長
1.2m折りたたみ式 折りたたみ式片出しケーブル（着脱式） 片出しケーブル（着脱式）

＜SIGNA 01分解図（イメージ）＞

ハイレゾ仕様
コンフォータブル

イヤーパッド
アンチ

バイブレーションリング
ユニット
フレームPEN振動板 トッププレート

クリアサウンド
プラグ

バッフル

マグネット マグネット インナー
エンクロージャー

メインマグネット

トリプルマグネット（SS01） 独立グランドプラグ&ケーブル

アウターエンクロージャー

密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン
（2.5万円以上5万円未満） 位

CLASS-Sシリーズ HEADPHONES
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家入 レオ

新しいWOODの伝統が、今はじまる。
カナル型とは一味違う、深みある余韻と気品ある佇まい。
大口径バンドポータブルのWOODが、木の秘めたる力を解き放つ。

■上質で自然な響きを再現する、新開発“ハイレゾ大口径ウッドドーム振動板”採用

■1T（テスラ）を超える高い磁束密度を実現する、新開発“ハイエナジー磁気回路”搭載

■臨場感豊かな音の響きを実現する“ウッド・オン・ハウジング※2”採用

■音をロスなく耳に伝える
　イヤーダイレクトバッフル＆
　ハイレゾ仕様コンフォータブル
　イヤーパッド採用

■木のパーツを用いた独自の振動制御技術

独自の薄膜加工技術を進化させ、大口径“ウッドドーム振動板”を新開発。木の自然な響きと、ハイレゾ
に対応したクリアで繊細な音表現、大口径ならではの余裕あるサウンドを実現します。

大口径化したウッドドーム振動板を強力に駆動。さらに、リニアリティを大幅に向上させた独自形状の
磁気回路プレートを新開発。原音に忠実な再生を実現します。

ハウジングには、無垢材を数十層にわたり積層した強固な構造を採用。木の響きに安定性・均一性を
与え、自然な音の広がりや余韻、豊かな臨場感を実現します。

耳の角度に合わせてバッフルを傾斜させロスなく音を
伝えるイヤーダイレクトバッフルと、ドライバーユニット
前面のメッシュ素材や開口率にこだわったコンフォー
タブルタイプイヤーパッドを採 用。快 適な装着感と
高品位な音を実現します。

ウッドドーム振動板の後方には、リング状に加工したウッドプレートを配置。
ユニット内の反射音を吸収・拡散し、高分解能を実現します。また、振動板の
前方には、ブラスリングを装填。制振性を向上させ、音の解像度を高めます。

ウッドドームユニット
断面図（イメージ）

※1

■よりスケールの大きな空間表現のための
　音響パーツ＆スペシャルチューニング（WOOD 01）

ウッドバッフル、響棒、整振ウッドプラグなどの厳選した音響ウッドパーツを、最適
な組み合わせの材質、形状で配置することで、よりクリアで繊細なサウンドと
広い空間表現を可能にしました。さらに、音響特性に優れた高品質な音響用
ハンダを採用。音の濁りを抑制し、音の余韻や奥行きまで繊細に表現します。

■着脱ケーブルの接触を安定させる“アンチバイブレーションジャック”搭載
着脱ケーブルのプラグとジャックの接触を安定させ、振動による音質劣化を抑制します。

セパレーションを向上させ、自然な空間表現を実現します。

■さらなる高音質を実現するL／R独立グランドプラグ＆ケーブル採用

■絡みにくさと強度を向上させた布巻きケーブル採用
■屋外への持ち出しに便利なキャリングケース付属
■バッグに収納しやすいスイーベル機構採用

※1：当社は、ハイレゾ音源の持つクオリティを再現できる高音質なオーディオ機器にこのマークを付しています。　※2：木材を使用しているため、製品ごとや左右で外観が異なります。また、木材特有の組織がキズのように見える場合があります。

ウッドドーム
振動板

ウッド
プレート

ハイエナジー
磁気回路

WOODスペシャルサイトへのアクセスはこちら
http://www3.jvckenwood.com/accessory/wood2015/

折りたたみ式
（スイーベル機構）

HEADPHONES CLASS-Sシリーズ
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 ケーブル長 入力プラグ 質量（ケーブル別） 付属品

HA‐SW01 105dB/1mW 8Hz～45,000Hz 56Ω 1,500mW（IEC※3） OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約330g 着脱式ケーブル、キャリングケース

HA‐SW02 105dB/1mW 8Hz～45,000Hz 56Ω 1,500mW（IEC※3） OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約320g 着脱式ケーブル、キャリングケース

※3：IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

木の上質な響きが
圧倒的臨場感をもたらすプレミアムモデル。

木の自然な響きが
豊かな臨場感を再現するスタンダードモデル。

密閉タイプ 密閉タイプ口径40mm 口径40mmケーブル長
1.2m

ケーブル長
1.2m折りたたみ式 折りたたみ式両出しケーブル（着脱式） 両出しケーブル（着脱式）

WOOD 01（HA-SW01） オープン価格＊

ハイレゾ対応バンドポータブルヘッドホン
NEW WOOD 02（HA-SW02） オープン価格＊

ハイレゾ対応バンドポータブルヘッドホン
NEW

＜WOOD 01分解図（イメージ）＞

ハイレゾ仕様コンフォータブル
イヤーパッド

イヤーダイレクトバッフル ブラスリング ウッドプレート ユニットフレーム 整振ウッドプラグ響棒

ウッドバッフル
ウッドドーム

振動板
ハイエナジー

磁気回路 ユニットホルダー 吸音材

L/R独立グランドプラグ&ケーブル

ウッド・オン・ハウジング

密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン
（5万円以上）

CLASS-Sシリーズ HEADPHONES
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■美しい響きと自然な音の広がりを実現する新“ウッドドームユニット”搭載

■高解像度サウンドと自然な音場感を両立する
　新構造“アコースティックハイブリッドダンパー”搭載

■臨場感豊かな音の響きを伝える“ウッドハウジング※2”採用

■不要な振動を吸収する新開発“ウッドリングアブソーバー”搭載
　（HA-FX1100/850/750）

■MMCX端子を使用した着脱式コード採用（HA-FX1100/850）

■イヤーピース内の反射音を拡散しクリアなサウンドを実現する
　新開発“スパイラルドットイヤーピース”付属
■1.2mY型コード＋長さを調整できるコードキーパー付属
■コードからのタッチノイズを抑えるクリップ付属
■ヘッドホンを保護し携帯に便利なキャリングケース付属

独自の薄膜加工技術によりドーム型に
加工した“ウッドドーム振動板”の前面に、
リング状に加工した“ウッドディフュー
ザー”を配置。音を拡散させ、自然な音
の広がりを実現します。「HA-FX1100/
850/750」はさらに“ウッドドーム振動
板”の背面に“ウッドプレート”を搭載し、
ユニット内の響きの質を向上させて
います。

比重の大きいブラス（真鍮）リングと“木”を用いた“ウッドダンパー”でユニットを押さえる
ことで、ユニットの振動ロスを広帯域で低減。解像度の高いクリアなサウンド再生を
実現します。「HA-FX1100/850/750」はさらに、ユニットの前面もブラスリングで押さ
える“アコースティックデュアルハイブリッドダンパー”構造を採用し、制振性を向上させる
とともに解像度を高めています。

ヘッドホンのハウジングにも“木”を採用。“ウッドドームユニット”の特性を最大限に引き
出し、自然な音の広がりや余韻を臨場感豊かに再生します。

ハウジング後部のブラスリングに伝わる不要な振動を吸収するウッドリングアブソーバー”
を搭載。ハウジングの響きを最適に制御し、にごりの無いクリアなサウンドを実現します。

WOODシリーズスペシャルサイトへのアクセスはこちら
http://www3.jvckenwood.com/accessory/wood/

ウッドディフューザー

ウッドドーム振動板

【FX1100/850/750】
ウッドプレート

MMCX端子を
使用した
着脱式コード

スパイラルドットイヤーピース イメージ図

ウッドシリーズが、生まれ変わる。
楽器のような美しい響きと自然な音の広がり。
木に秘められた力と原音探究への想いが、表現力の新たな扉を開く。

HA-FX1100

※1

交換用イヤーピース

EP-FX9（P.24参照）

※1：当社は、ハイレゾ音源の持つクオリティを再現できる高音質なオーディオ機器にこのマークを付しています。　※2：木材を使用しているため、製品ごとや左右で外観が異なります。

HEADPHONES WOODシリーズ
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-FX1100 106dB/1mW 6Hz～45,000Hz 16Ω 200mW（IEC※3） 6N OFC約1.2m
MMCX端子着脱式

24金メッキL型ステレオミニプラグ
アルミスリーブ・アルミエンド採用 約13.0g スパイラルドットイヤーピースS・MS・M・ML・L、低反発イヤーピースS・M※4、

コードキーパー、クリップ、キャリングケース

HA-FX850 106dB/1mW 6Hz～45,000Hz 16Ω 200mW（IEC※3） OFC約1.2m
MMCX端子着脱式

24金メッキステレオミニプラグ
メタルスリーブ採用 約13.0g スパイラルドットイヤーピースS・M・L、低反発イヤーピースS・M※4、

コードキーパー、クリップ、キャリングケース

HA-FX750 105dB/1mW 6Hz～40,000Hz 16Ω 200mW（IEC※3） OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約11.2g スパイラルドットイヤーピースS・M・L、低反発イヤーピースS・M※4、
コードキーパー、クリップ、キャリングケース

HA-FX650 100dB/1mW 6Hz～30,000Hz 16Ω 200mW（IEC※3） OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約9.5g スパイラルドットイヤーピースS・M・L、低反発イヤーピースS・M※4、
コードキーパー、クリップ、キャリングケース

※3：IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　※4：サービスパーツ扱いです。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

Y型着脱式コード Y型コード Y型コード口径11mm 口径10mm 口径8.5mm密閉タイプ 密閉タイプ 密閉タイプ

HA-FX850 オープン価格＊ HA-FX750 オープン価格＊ HA-FX650 オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン インナーイヤーヘッドホン インナーイヤーヘッドホン

奏者の位置さえ目に浮かぶ
圧倒的臨場感。

ステージの奥行きを感じさせる
立体的かつ緻密な表現力。

伸びやかなボーカル再現力で
豊かな音場空間を創造。

ウッドディフューザー

ウッドドームユニット

ブラスリング
（HA-FX1100/850/750）

ウッドダンパー ブラスリング オーナメントダクト
（HA-FX1100/850/750）

ブラスリング
（HA-FX1100/850/750）

ウッドリング
アブソーバー

（HA-FX1100/850/750）

ウッドハウジング

Y型着脱式コード

口径11mm 密閉タイプ

HA-FX1100
オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

■深みある高級感を演出する“ブラック 
ウッドハウジング”採用

■さらなる解像度向上へ“ 高純度6N- 
OFC線”採用

■音質に磨きをかける“音響用ハンダ” 
採用

■音質に悪影響を与える微細な振動を 
抑える“アルミL字型プラグ”採用

■使用時に絡みにくい“編組コード”採用

■“スパイラルドットイヤーピース”S/MS/
M/ML/Lの5サイズを付属

インナーイヤー型ヘッドホン
（1万円以上3万円未満）

＜HA-FX1100分解図（イメージ）＞

全帯域における解像度を向上させ
よりリアルに空間を鳴らしきる
エクスクルーシブモデル誕生。

コード長1.2m

コード長1.2m コード長1.2m コード長1.2m

インナーイヤー型ヘッドホン
（5万円以上8万円未満）

位

インナーイヤー型ヘッドホン
（3万円以上5万円未満）

インナーイヤー型ヘッドホン
（3万円以上5万円未満）

インナーイヤー型ヘッドホン
（3万円以上5万円未満）

インナーイヤー型ヘッドホン
（5万円以上8万円未満）

WOODシリーズ HEADPHONES
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2つのドライバーが可能にした、比類なき音の厚み。
圧倒的な音の厚みと、臨場感豊かな再現力。
新素材採用でさらなる進化を遂げたTWINシリーズ。

■マルチマグネット構造とチタンコート振動板を搭載した
　新開発“Hi-SPEEDツインシステムユニット”採用

■新開発“アコースティックチューブチャンバー”搭載
　（HA-FXT200/200LTD）

■音信号の伝送ロスを抑え音の解像度を高める“銀コートOFC線”採用
　（HA-FXT200/200LTD）

■締りのある低音域を再生する
　新構造“ツインバスポート構造”
採用

■安定した装着感を実現する“フィットサポート”搭載

■イヤーピース内の反射音を拡散し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”採用

■コードからのタッチノイズを抑えるクリップ付属（HA-FXT200/200LTD）
■ヘッドホンを保護し携帯に便利なキャリングケース付属
（HA-FXT200/200LTD）

■携帯に便利なキャリングポーチ付属（HA-FXT100）

不要な振動を抑制するブラス（真鍮）ユニットベースに2つのユニットを配置した独自の
“ツインシステムユニット”へ、振動板の応答速度を高める新たなマグネット構造を採用
した、新開発の“Hi-SPEEDツインシステムユニット”を搭載。さらに、中高音域用ユニット
には伝搬速度に優れたチタンコート振動板を新たに採用。音の厚みと解像度を飛躍的
に高めたサウンドを実現します。

ユニット前方の空気室の容積を最適化し、振動板の動きを改善。低音域から中高音域
までリニアリティーに優れた音質を実現します。

HA-FXT200LTDはさらに編組コードを採用しています。

背圧を調整しながら余分な反響を抑え、
締りのある低音域を再生します。

耳にフィットする新形状で、快適な着け心地と安定した装着感を実現します。

ツインバスポート

エラストマー
フィットサポート

Twinスペシャルサイトへのアクセスはこちら
http://www3.jvckenwood.com/accessory/fxt/

HA-FXT200

交換用イヤーピース

EP-FX9（P.24参照）

HEADPHONES TWINシリーズ
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-FXT200 105dB/1mW 6Hz～26,000Hz 12Ω 150mW（IEC※） 銀コート
OFC約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約6.9g スパイラルドットイヤーピースS・M・L（各2個）、クリップ、キャリングケース

HA-FXT200LTD 105dB/1mW 6Hz～26,000Hz 12Ω 150mW（IEC※） 銀コート
OFC約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約6.9g スパイラルドットイヤーピースS・M・L（各2個）、クリップ、キャリングケース

HA-FXT100 104dB/1mW 7Hz～26,000Hz 12Ω 150mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約6.5g スパイラルドットイヤーピースS・M・L（各2個）、キャリングポーチ

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。

Y型コード

Y型コード

Y型コード口径5.8mm×2

口径5.8mm×2

口径5.8mm×2密閉タイプ

密閉タイプ

密閉タイプ

HA-FXT200
オープン価格＊

HA-FXT100
オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン インナーイヤーヘッドホン

臨場感あふれる鮮やかなサウンド。 グルーヴ感あふれるキレのあるサウンド。

ブラスユニットベース
比重の高い真鍮でユニットを固定する
ことで、動作時の不要な振動を押さえ
正確な音を再生。

リアーマグネット
（HA-FXT200/200LTD）
ボイスコイルにかかる磁力を更に増して、
音の立ち上がりを更に強化。

チタンコート振動板
（中高音域用）

チタンコート振動板により、表面伝搬速度
を向上し解像度の高い高音域を再生。

ボイスコイルにかかる磁力を増して、振動
板の反応速度を向上し、音の立ち上がり
を強化。

フロントマグネット

HA-FXT200LTD★

オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

ゴールドカラー＆編組コード採用
数量限定モデル。

アコースティックチューブチャンバー
（HA-FXT200/200LTD）

Hi-SPEEDツインシステムユニット

スパイラルドットイヤーピース

インナーイヤー型ヘッドホン
（5,000円以上1万円未満）

＜HA-FXT200分解図（イメージ）＞

フィットサポート

ツインバスポート

銀コートOFC線

マルチマグネット構造

インナーイヤー型ヘッドホン
（1万円以上1.5万円未満）

インナーイヤー型ヘッドホン
（1万円以上3万円未満）

インナーイヤー型ヘッドホン
（5,000円以上1万円未満）

コード長1.2mコード長1.2m

コード長1.2m

インナーイヤー型ヘッドホン
（1万円以上3万円未満）

インナーイヤー型ヘッドホン
（5,000円以上1万円未満）

位

TWINシリーズ HEADPHONES
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耳の奥深くへ、ダイレクトで響きわたる匠のサウンド。
チタンコート振動板搭載、新マイクロHDユニット採用。
さらに進化したMICRO HDシリーズ。

■“新ダイレクトトップマウント構造”採用

■新たなマグネット構造とチタン振動板を搭載した
　新開発“Hi-SPEEDマイクロHDユニット”（HA-FXH30/20）

耳の奥で音を響かせる当社独自の“ダイレクトトップマウント構造”が進化。伝搬速度
に優れたチタンコート振動板を採用した新マイクロHDユニットと、共振を抑制する新
メタルキャップを搭載し、広がりのあるクリアなサウンドと高い遮音性を実現します。

伝搬速度に優れた“チタンコート振動板”と、入力信号への応答性を高める“ダブル
マグネット構造”を併せて搭載。高解像度サウンドを実現します。

■音の解像度を高めるトリプルシリンダー構造採用（HA-FXH30）
グラスファイバー配合の高比重ハウジング、マグネット、ブラス（真鍮）の3層を組み
合わせた構造により振動ロスを低減。より一層クリアなサウンドを実現しました。

■バスポート構造で迫力ある低音を実現（HA-FXH30）
■安定した装着感を得られるエラストマー素材の新“フィットサポート”搭載
■スマートフォンでの音楽再生＆通話操作が可能（HA-FRH10）
■コードからのタッチノイズを抑えるクリップ付属（HA-FXH30/20）

HA-FXH30

HEADPHONES MICRO HDシリーズ
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-FXH30 102dB/1mW 8Hz～26,000Hz 20Ω 150mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約4.3g シリコンイヤーピースS・M・L（各2個）、クリップ

HA-FXH20 102dB/1mW 10Hz～25,000Hz 20Ω 150mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約4.0g シリコンイヤーピースS・M・L（各2個）、クリップ

HA-FXH10 102dB/1mW 10Hz～24,000Hz 20Ω 150mW（IEC※） OFC約1.2m L型ステレオミニプラグ 約3.8g シリコンイヤーピースS・M・L（各2個）

HA-FRH10 102dB/1mW 10Hz～24,000Hz 20Ω 150mW（IEC※） OFC約1.2m L型4極ステレオミニプラグ 約3.8g シリコンイヤーピースS・M・L（各2個）

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

制振性と応答性を高めたシリーズ最上位モデル。 応答性を高めた高解像度サウンドを響かせる上位モデル。

HA-FXH30 オープン価格＊ HA-FXH20 オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン インナーイヤーヘッドホン

-B（ブラック） -B（ブラック） -S（シルバー） -N（ゴールド）

高い遮音性でクリアなサウンドを奏でるスタンダードモデル。 HA-FXH10ベースのスマートフォン対応モデル。

口径5.8mm 密閉タイプ Y型コード

HA-FXH10 オープン価格＊ HA-FRH10 オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン インナーイヤーヘッドホン

-B（ブラック） -W（ホワイト） -R（レッド） -G（グリーン）

口径5.8mm 密閉タイプ Y型コード

口径5.8mm 密閉タイプ Y型コード 口径5.8mm 密閉タイプ Y型コード

-B（ブラック） -W（ホワイト）

＊機種によっては、操作できない
機能があります。 ＊本製品が対
応するスマートフォンの機種につ
いては、こちらでご確認ください。

対応機種：
4極プラグ対応の
スマートフォン

コントロール部

〈当社ホームページ〉
http://www3.jvckenwood.com/accessory/support/

〈スマホ専用サイト〉

再生／一時停止／スキップ／通話・音声機能

マイク

Hi-SPEED マイクロHD ユニット
（HA-FXH30/20）

フィットサポート

バスポート（HA-FXH30）

ダブルマグネット構造
（HA-FXH30/20）

新メタルキャップ

チタンコート振動板 トリプルシリンダー構造
（HA-FXH30）

＜HA-FXH30分解図（イメージ）＞

インナーイヤー型ヘッドホン
（5,000円未満）

コード長1.2m

コード長1.2m コード長1.2m

コード長1.2m

MICRO HDシリーズ HEADPHONES
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HA-SZ1000

HA-SZ2000

重低音と中高音の共存が叶えた、圧倒的な臨場感。
これまで不 可能とされていたヘッドホンの常識を塗り替え、
また一歩、JVCが原音に近づいた。

■業界初※1“ライブビートシステム”［特許出願中］搭載で
　臨場感あふれる豊かな音場を実現
新開発※1のストリームウーハーDB（ダブルバスレフ）と、解像度の高い中高音を再生する専用ユニットを
組み合わせた新構造“ライブビートシステム”で、リアルな重低音とクリアな中高音を両立します。

■豊かな低域成分を抽出する
　業界初※1“ストリームウーハーDB（ダブルバスレフ）”［特許出願中］
重低音を効率的に引き出しつつ、その音が中高域と被らないようにするために、スピーカーのケルトン
方式にダブルバスレフを追加。重厚かつ存在感のある重低音再生を実現させました。

■重厚な低音域を再生する大口径55mm“カーボン振動板”採用

■クリアな中高音を再生する“カーボンナノチューブ振動板”採用
■高剛性ユニットベースと制振材で不要な振動を抑制
さらに、HA-SZ2000は比重の大きい金属素材（真鍮）を使った“ブラス製制振シリンダー”を採用。ツブ
のたった音を全域で再現します。

■耳を心地よく包み込むプロテインレザーTM※2と低反発イヤーパッドを採用（HA-SZ2000）
■コード芯線には音の解像度を高める銀コートOFC線を採用（HA-SZ2000）
■装着時の快適性をアップするメッシュ素材のヘッドパッド（HA-SZ2000）
■携帯・収納に便利な折りたたみ式構造を採用
■コードの煩わしさを軽減する“片出しコード”採用

業界初※1“ストリームウーハーDB（ダブルバスレフ）”
ウーハーユニットから不要な中高域成分を減衰。
豊かな低域成分だけを抽出します。

第1チャンバー
（空気室）

第2チャンバー
（空気室）

デュアル
ストリームダクト
（第2バスポート）

第1
バスポート

①重低音ユニットの音が
　第1チャンバーを通過

②さらに第2チャンバーを
　通過し中高音域を減衰

③低域成分だけを抽出

音の流れ

HA-SZシリーズスペシャルサイトへのアクセスはこちら
http://www3.jvckenwood.com/accessory/sz/

大口径55mmカーボン振動板採用
重低音用ユニット

カーボンナノチューブ振動板採用
中高音用ユニット

ウーハーユニットには、低音域の再生
特性に優れ迫力とキレを両立できる
大口径55mmの“カーボン振動板 ”
を採用。
高品位な低音再生を実現しました。

デュアルストリームダクト

※1：ダイナミック型バンドタイプヘッドホンとして。2013年5月下旬発売。（当社調べ）
※2：プロテインレザーTMは、出光興産株式会社の商標です。

HEADPHONES L IV E BE ATシリーズ
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA‐SZ2000 108dB/1mW 4Hz～35,000Hz 16Ω 1,500mW（IEC※） 銀コートOFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約480g キャリングポーチ

HA‐SZ1000 107dB/1mW 5Hz～33,000Hz 16Ω 1,500mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約450g キャリングポーチ

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

厳選素材で深みを究めたプレミアムサウンド。 “ライブビートシステム”が、原音の迫力をさらに鮮やかに。

HA-SZ2000 オープン価格＊

バンドポータブルヘッドホン

密閉タイプ口径55mm+30mm

片出しコード 折りたたみ式

HA-SZ1000 オープン価格＊

バンドポータブルヘッドホン

密閉タイプ口径55mm+30mm

片出しコード 折りたたみ式

プロテインレザーTM
イヤーパッド

（HA-SZ2000のみ）

吸音材

中高音用ユニット

ストリームウーハーDB

ブラス（真鍮）製制振シリンダー
（HA-SZ2000のみ）

高剛性ユニットベース

重低音用ユニット

吸音材

シーリングラバー

銀コートOFC線

ハウジング

デュアルストリームダクト

オーバーヘッド型ヘッドホン
（3万円〜5万円未満）

オーバーヘッド型ヘッドホン
（2万円〜3万円未満）

密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン
（3万円以上5万円未満）

密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン
（1万円以上3万円未満）

＜HA-SZ2000分解図（イメージ）＞

コード長1.2m コード長1.2m

L IV E BE ATシリーズ HEADPHONES
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■リアルな重低音と解像度の高い中高音再生を両立する
　新構造“ライブビートシステム”（特許出願中）
業界初※“ストリームウーハー”と中高音用ユニットを組合わせた新構造“ライブビートシステム”を採用。
これまで難しいとされていた、パワフルで深みのあるリアルな重低音と、解像度の高い中高音域再生
の両立を実現しました。

■リアルな重低音を再生する業界初※“ストリームウーハー“搭載（特許出願中）
スピーカーのケルトン方式を応用。低音域の再生特性に優れた“カーボン振動板”を採用したウーハー
ユニットからの音を、ストリームダクト内に通過させることで、低域成分を抽出。バスドラやベースなどの
音を、重厚かつ存在感のあるリアルな重低音サウンドで再生します。

■専用チューニングした“ツインシステムユニット”
2つのドライバーを並列に配置し一体化させた“ツインシステムユニット”には“カーボンナノチューブ振動
板”と“カーボン振動板”を採用し、伸びやかな中高音再生を実現します。

■ユニットの性能を引き出す“ブラスユニットベース”採用（HA-FXZ200）
比重の大きい金属素材である真鍮を採用した“ブラスユニットベース”により、不要な振動を抑え、
高品位でキレのある重低音を実現します。

■不要な振動を低減する“アルミユニットベース”採用（HA-FXZ100）
■全帯域の解像度を高める銀コートOFC線を採用（HA-FXZ200）

※ケルトン方式を用いたダイナミック型インナーイヤーヘッドホンとして2012年11月下旬発売。（当社調べ）

HA-FXZシリーズスペシャルサイトへのアクセスはこちら
http://www3.jvckenwood.com/accessory/inner_sp/fxz/

業界初※“ライブビートシステム”

（重低音用ユニット）

ストリームウーハー

（中高音用ユニット）

ツインシステムユニット

HA-FXZ200

2＋1の発想でたどり着いた、音の新境地。
リアルな重低 音とクリアな中高音を両立させる“ライブビートシステム”が、
インナーイヤーヘッドホンの新たな歴 史を生む。

HEADPHONES L IV E BE ATシリーズ
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-FXZ200 96dB/1mW 5Hz〜26,000Hz 16Ω 150mW（IEC※） 銀コートOFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約11g シリコンイヤーピースS・M・L、コードキーパー、クリップ、キャリングケース

HA-FXZ100 96dB/1mW 6Hz〜26,000Hz 16Ω 150mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約10g シリコンイヤーピースS・M・L、コードキーパー、クリップ、キャリングケース

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

高品位なサウンドを実現するワンランク上の音色。 革新的技術が描き出す正統派サウンド。

HA-FXZ200 オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

密閉タイプ口径5.8mm×2+8.8mm Y型コード

HA-FXZ100 オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

密閉タイプ口径5.8mm×2+8.8mm Y型コード

銀コートOFC線
（HA-FXZ200）

ストリームダクト

ブラス（真鍮）ユニットベース
（HA-FXZ100はアルミユニットベース）

ツインシステムユニット

インナーイヤー型ヘッドホン
（1万円以上2万円未満）

ストリームウーハー

インナーイヤー型ヘッドホン
（2万円〜3万円未満）

インナーイヤー型ヘッドホン
（2万円〜3万円未満）

インナーイヤー型ヘッドホン
（1万円〜2万円未満）

＜HA-FXZ200分解図（イメージ）＞

コード長1.2m コード長1.2m

L IV E BE ATシリーズ HEADPHONES
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“ビクター”の音響テクノロジーと
レコーディングエンジニアたちの
ノウハウが 融 合したスタジオモニターヘッドホン。

音作りのプロが
手がけた、
プロのためのヘッドホン。

口径40mm 密閉タイプ

クリアバス
ポート構造

モニター
ドライバーユニット

サウンド
ディフューザー

HA-MX10-B オープン価格＊

スタジオモニターヘッドホン

低音から高音までバランスのとれた再生
音を得るために、ドライバーユニットに合
わせた内容積の調整など、細部にもこ
だわっています。

■新開発“クリアバスポート構造”採用［特許取得済］

■原音をありのままに伝える“モニタードライバーユニット”搭載

■新開発“サウンドディフューザー”を搭載

■スタジオでのタフな使用に応える高耐入力・高耐久性を実現
■ヘッドバンドの形状や長さ、装着時の重量バランス、イヤーパッドの質感など細部に至るまで
徹底追及し、長時間の連続使用でも快適な装着感を実現。
■口径3.5mmステレオミニプラグ／口径6.3mmステレオ標準プラグの2wayで使える変換
プラグアダプター付属。

ハウジング内部の背圧を調整する新開発の“クリアバスポート構造”を採用。明瞭で歯切れの良い低音再生
を実現しました。

振動板のドーム高やエッジ幅など多数の項目における度重なる試作・特性測定と、ビクタースタジオでの
実聴評価を繰り返して生まれた“モニタードライバーユニット”を採用しました。

余韻の自然な広がりや解像度の高い伸びやかな高域再生を目指して、振動板前面のサウンドディフュー
ザーを独自開発しました。

本機は業務使用を目的とした商品のため無料保証には対応しておりません。

明瞭で解像度の高い低域再生を実現する
“クリアバスポート構造”採用［特許取得済］

100 200 周波数［HZ］

レ
ベ
ル﹇
d
B
﹈

低

高

クリアバスポートあり

クリアバスポートなし

低音音圧特性の比較（イメージ）

オーバーヘッド型ヘッドホン
（1万円以上3万円未満）

オーバーヘッド型ヘッドホン
（1万円以上3万円未満） 

オーバーヘッド型ヘッドホン
（1万円以上3万円未満）

分解図（イメージ）

振動板前面のディフューザーの形状、孔の大きさと数、位置を徹底的に
シミュレーション。独自のサウンドディフューザー搭載により、高域の音圧
向上に成功。余韻の自然な広がりやシンバルの伸びの良さ、解像度の
高いサウンドを体感できます。

新開発

原音をより忠実に伝える
“モニタードライバーユニット”

新開発

新開発
音場の広がりや伸びやかな高域再生を実現する
“サウンドディフューザー”［特許取得済］

コード長2.5m

型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-MX10-B 108dB/1mW 10Hz〜28,000Hz 56Ω 1,500mW（IEC※） 約2.5mOFC ステレオミニプラグ 約260g 変換プラグアダプター
（ステレオミニジャック←→ステレオ標準プラグ）

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

HEADPHONES スタジオモニター
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誰にも気 兼ねすることなく音 楽を楽しめるヘッドホンで、
オーディオルームのような臨 場 感を再 現。

音作りのプロが
手がけた、
プロのためのヘッドホン。

スピーカーのダイレクトな感動を、ヘッドホンで。

口径50mm 密閉タイプ

ダイレクト
マウント

アコースティック
レンズ

HP-DX1000 オープン価格＊

ステレオヘッドホン

スピーカーシステム アコースティックレンズ

ドライバーユニット断面図

音響レンズ

コイル

振動板

トッププレート

マグネット

ボビン

HP-DX1000 一般的なヘッドホン

ワイドレンジドライバーユニット

■ハンガー部やスライダー部には軽量化と質感を追求したマグネシウム合金や
ジュラルミンを採用
■DX1000は芯線に高純度7N-OFCを、DX700は芯線に高純度4N-OFCを
使用した布巻きタイプの3.5mコード
■木製スリーブを採用したΦ6.3mm24金メッキステレオ標準プラグ（DX1000のみ）

■ウッドハウジング※1

■口径50mm新開発ワイドレンジドライバーユニット搭載

響きの良さと軽さを兼ね備えたラジアタパイン材を無垢で削り出し、スピーカーのキャビネットに相当するヘッドホンのハウ
ジングとして採用。自然な音の広がりやクリアな余韻とともに、豊かな音場を再現します。

磁気エネルギーを最大限に生かすために、“ボビン巻きボイスコイル”を採用。また、トッププレートとヨークに銅メッキを施し、電
流歪を低減。さらに最大磁気エネルギー積を約30％アップ（当社比）させた強力な“高磁力ネオジウムマグネット”の採用で、高
密度の中低域再生と高い解像度を実現します。

■スピーカーの思想を受け継いだ「ダイレクトマウント構造」採用
無垢の天然木から削り出したハウジングにドライバーユニットを直接固定する、スピーカーと同じ設計の、「ダイレクトマウント」
方式をヘッドホンに初めて採用。不要な振動や共鳴をおさえるとともに、天然木の無垢材ハウジングの自然な響きや余韻と
合わせて、今までのヘッドホンでは体感できなかった自然で心地良い、美しい響きを醸し出します。

■「アコースティックレンズ※2」採用
バッフル板と一体となった音響レンズに、さらにもう一枚音響レンズを重ね合わせた、新しい構造の「アコースティック・レンズ」
を採用。2枚の音響レンズの間隔と穴径を微妙にずらすことで直接音と間接音を最適にチューニングし、自然な音の広がりと
奥行き感を実現します。

コード長3.5m

※1：本機は天然木を使用しているため、製品ごとや左右で外観が異なります。　※2：特許取得済。

型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HP-DX1000 102dB/1mW 4Hz〜30,000Hz 64Ω 1,500mW（IEC※3） 約3.5m布巻き
7N-OFC 24金メッキステレオ標準プラグ 約380g —

※3：IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

HEADPHONESインドア（ハイエンドモデル）
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■iPhone・iPodやPCなど、多彩なデバイスと接続可能 ■振動の影響を遮り音質を安定化する“フローティング構造”採用

■ハイレゾ音源の魅力をフルに引き出す高音質DAC&アンプ採用

■ハイレゾ対応DAP内の音源も楽しめる光入力端子（角型）搭載

■左右チャンネル間の音量差をなくすデジタルアッテネータ採用

■“高音質アナログ専用モード”搭載

■拡張高い音の世界をイメージしたシャープな筐体デザイン

■失われた音域を復元し原音に近づけるNew「K2テクノロジー」搭載

■音質と使い勝手を両立した綿密な回路レイアウト

■より自然な響きを実現する“fホールシャーシ”

今まで聴いていた音源を独自の高音質化技術 New「K2テクノロジー」で最大
192kHz/24bitのハイレゾサウンドに変換。ヘッドホンとプレーヤーのポテンシャルを
最大限に引き出し、非ハイレゾ音源もハイレゾ音源も、よりマスター音源のクオリティに
近づけます。

回路基板を外装ケースのレールで固定せず、金属シャーシにマウントした上でフローティ
ング（浮かせる）させることで、外部振動の影響をシャットアウト。使用環境を問わず、高
音質再生を実現します。

DACにはAK4390（AKM製）を、ヘッドホンアンプにはTPA6120（TI製）を採用。緻密
でなめらかな、自然に広がる空間表現を実現しました。

最大96kHzまでの信号入力に対応しています。

小型可変抵抗器を使用した際に生じる左右チャンネル間の音量差（ギャングエラー）を
回避。小音量でも同じ音像の定位で再生します。

アナログ入力時はデジタル系の回路をスリープさせ、アナログ専用のボリューム経由で
アンプにダイレクト接続。ノイズの少ない高音質サウンドを実現します。

精緻なヘアライン仕上げを施したアルミボディを採用しています。

「K2テクノロジー」はJVC独自の高音質化技術。アナログ音源をデジタル音源に変換・
圧縮する際、どうしても失われてしまう音楽情報を再生成し、原音に極めて忠実な高音
質で再生します。「SU-AX7」には、この高音質化技術をさらに進化させた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
を行い、非ハイレゾ音源をハイレゾ化。ハイレゾ音源に対しても同様の処理を行い、原音
が持つニュアンスや空気感を繊細に表現します。

デジタル部とアナログ部、電源部を明確に分離した回路レイアウトの採用により、ノイズの
少ない高音質サウンドを実現。さらに、USB端子とヘッドホン端子を前面に配置した使
いやすい端子レイアウトを採用しました。

非磁性ステンレスを使用した
高剛性シャーシに、楽器にも
採用されている“fホール”を
開けることで振 動を最 適調
整。音を柔らかくほぐし、豊か
で自然な響きを実現します。

SU-AX7スペシャルサイトへのアクセスはこちら
http://www3.jvckenwood.com/accessory/su-ax7/

一 度 聴 いたら、もう戻 れない。
長年に亘り培ってきた高音質化技術を凝縮し生まれた、
JVC初のポータブルヘッドホンアンプ。

fホールシャーシ

※1：当社は、ハイレゾ音源の持つクオリティを再現できる高音質なオーディオ機器にこのマークを付しています。

※1

ヘッドホンアンプ
（ポータブルタイプ・5万円以上）

ヘッドホンアンプ
（ポータブルタイプ・5万円以上

7万円未満）

ヘッドホンアンプ
（ポータブルタイプ・5万円以上

7万円未満）

ヘッドホンアンプ
（ポータブルタイプ・5万円以上

7万円未満）

HEADPHONES ポータブルヘッドホンアンプ
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型　名 最大出力 周波数特性 操作部
出力端子 入力端子

電源 電池持続時間 充電時間 外形寸法
（横幅×高さ×厚さ） 質量 付属品

前面 前面 背面

SU-AX7 140mW＋140mW
（16Ω 10％歪）

10Hz〜100kHz
（LINE IN入力時）

K2スイッチ（ON/OFF）
GAIN切換スイッチ（Hi/Low）

INPUT切換スイッチ
（iPod/PC/OPTICAL/

LINE IN）

PHONES
（φ3.5mm
ステレオミニ）

iPod/iPhone/iPad用
［USB（A）］

DC IN
（USB Audio入力/

充電用）
［USB（マイクロB）］

OPTICAL IN
［角型光］

LINE IN
［φ3.5mmステレオミニ］

内蔵リチウム
イオン

バッテリー

アナログ接続時：
約12.5時間

デジタル接続時：
約5時間

※使用条件によって
変わります

パソコンUSBポート：
約7時間

USB変換ACアダプター：
約5時間

※使用条件によって
変わります

75.2mm×
25mm×
140.2mm

280g

音声ケーブル：
φ3.5mmステレオミニプラグ（L型）ー
φ3.5mmステレオミニプラグ（L型）

マイクロUSBケーブル：
USB（マイクロB）ーUSB（A）

傷付き防止スペーサー（粘着機能付き）
Lightningケーブル：LightningーUSB（A）

＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

PC（Mac／Windows）
ハイレゾ音源をより高音質化。
非ハイレゾ音源をハイレゾ化。

ポータブルプレーヤーなど
LINE入力端子でアナログ信号の接続が可能。

アナログ音源を高音質化。

iPod※2／iPhone※2／iPad※2
非ハイレゾ音源を

独自高音質化技術でハイレゾ化。

ヘッドホン

ハイレゾ対応DAPなど
ハイレゾ音源をより高音質化。
非ハイレゾ音源をハイレゾ化。

DIGITAL IN

OPTICAL IN

LINE IN

Micro USB／DC IN

デジタル信号 アナログ信号

※2：デジタル出力対応の携帯端末に限ります。端末の機種により異なりますので、お手持ちの端末の取扱説明書をお確かめください。

ハイレゾ
音源

非ハイレゾ
音源ハイレゾ

音源

非ハイレゾ
音源

非ハイレゾ
音源

非ハイレゾ
音源

デバイス接続図

●非ハイレゾ音源は最大192kHz／24bitへ
　ハイレゾ化
●ハイレゾ音源も最大192kHz／24bitの
　高音質ハイレゾ音源へ補正

波形補正 高音質
ハイレゾ音源

デジタル化・圧縮化により
失われた情報を再生成

ビット拡張
周波数
帯域拡張

非ハイレゾ
音源

ハイレゾ
音源

オリジナル
音源

シャーシ

回路基板回路基板

一般的な構造 フローティング構造

ヘッドホン

USB（A）

アナログ

USB／電源 デジタル

USB（マイクロB）

ハイレゾ対応 New「K2テクノロジー」

フローティング構造

回路レイアウト

SU-AX7 オープン価格＊

ポータブルヘッドホンアンプ

ポータブルヘッドホンアンプ HEADPHONES
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-FX19 100dB/1mW 10Hz～23,000Hz 16Ω 200mW（IEC※2） 約1.2m L型ステレオミニプラグ 約3.3g シリコンイヤーピースXS・S・M（各2個）、吸盤付コードホルダー

※2：IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

スマホにピタッ！
小耳にフィット！

-B（ブラック）

-G（ライムグリーン）

-W（ホワイト）

-P（ピンク）

-R（レッド）

-LP（ライトピンク）

-A（ブルー）

-LA（ライトブルー）

-D（オレンジ）

-Z（ミントブルー）

-B（ブラック） -G（ライムグリーン）-W（ホワイト） -P（ピンク）-A（ブルー） -LA（ライトブルー）-R（レッド） -LP（ライトピンク）-D（オレンジ） -Z（ミントブルー）

カラフルキュートな“ぴたスマ”付きヘッドホン。

吸盤でピタッとくっつくコードホルダー“ぴたスマ”。

Y型コード

口径9.0mm 密閉タイプ

HA-FX19
オープン価格＊

AC-CH10
オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

コードホルダー

■好みに合わせて選べる10カラーバリエーション

■スマホや音楽プレーヤーにくっつき絡まりを防止

■スマホに装着できる吸盤付コードホルダー“ぴたスマ”付属

■小耳にフィットする小型ボディ
ソフトな色味のパステルカラーで、カジュアルなファッションにもマッチします。

吸盤付※1でスマホや音楽プレーヤーの背面などの平らな面にピタッと装着可能。
コードを巻き付けることでイヤホンをバッグに入れて持ち歩いても、コードが絡まる
心配がありません。

ホルダーにコードを巻き付けて、外側のフック部に固定することで、バッグの中での
コードの絡まりを防止します。

シンプルなデザインで快適かつ安定した装着感を可能にしました。

■パワフルかつキレのある高音質再生を実現する
　高磁力ネオジムドライバーユニット搭載
■小さな耳にもフィットする小型イヤーピース付属

■好みに合わせて選べる10カラーバリエーション
■外側フック部は2種類のコードの太さに対応

吸盤付コードホルダー“ぴたスマ”の使い方

スマートフォンや音楽プレーヤーなど
の平らな面にぴたっと貼れます。

コードをくるくる巻き付けて、好きな
長さに調節できます。

すべてのコードを巻き付けて外側フック
部に固定するとすっきり収納できます。

素材、形状によっては吸着できないものもあります。

内側で固定

※1：素材、形状によっては吸着できないものもあります。

外側フック（コード固定用） 内側フック（コード長調整用）

吸盤 吸盤

KEYTALK 3rdシングル「MONSTER DANCE」、JVCヘッドホン“ぴたスマ”CMソングに決定！

かわいくて使いやすい10カラーの小型ボディ。
吸 盤付コードホルダーでコードをくるくる巻きつけて、
バッグの中でからまない。

コード長1.2m

HEADPHONES インナーイヤー H A- F X19／コードホルダー AC- CH10
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-FX46 101dB/1mW 8Hz～24,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約6.4g シリコンイヤーピースXS・S・M・L、コードキーパー

HA-FX26 101dB/1mW 8Hz～23,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約3.6g シリコンイヤーピースXS・S・M・L、コードキーパー

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

好きな音楽を、自分らしく、いい音で。
好みに合わせて選 べる豊富なカラーバリエーション。
自分らしいヘッドホンであなただけの音を描こう。

■アルミボディ&バスポート採用で
　キレのある重低音再生を実現（HA-FX46）

■快適かつ安定した装着感を実現する
　フィットサポート搭載（HA-FX46）

■丈夫でからみにくい2mm径のコードを採用
■好みに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション
■選べる4サイズ（XS、S、M、L）のシリコンイヤーピース付属
■オーディオプレイヤー等との接続に便利な1.2mY型コード
■コードの長さを調節できるコードキーパー付属

精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレのある重低音
サウンドを実現します。 

耳から落ちにくいフォルムで安定した装着感が得られます。

アルミ切削
ボディ

フィット
サポート

バスポート

インナー
ボディ

アウター
ボディ

2重構造ボディ／
断面イメージ図

メタルボディが映し出す精緻なデザインと重低音。 フルカラーリングデザインで日常の音楽に彩りを。

Y型コード

口径10mm 密閉タイプ

HA-FX46 オープン価格＊ HA-FX26 オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン インナーイヤーヘッドホン

Y型コード

口径9.0mm 密閉タイプ

-R（レッド） -R（レッド）

-W（ホワイト） -V（バイオレット）-Z（ライトブルー）

-P（ピンク） -P（ピンク） -Y（イエロー）

-B（ブラック） -W（ホワイト）-A（ブルー）

-A（ブルー） -D（オレンジ） -G（グリーン）

-N（ゴールド） -B（ブラック）

HA-FX26シリーズスペシャルサイトへのアクセスはこちら
http://www3.jvckenwood.com/accessory/inner_sp/fx26_sp/

■音漏れを低減する2重構造ボディ（HA-FX26）

外出先でも周囲を気にすることなく、快適なリスニングを
楽しめます。

■高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載
パワフルな低音から繊細な中高音までクリアに再生します。

コード長1.2m コード長1.2m

インナーイヤー H A- F X4 6／F X 26 HEADPHONES
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-FX31 101dB/1mW 8Hz～23,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約3.2g シリコンイヤーピースXS・S・M・L、コードキーパー

HA-FX18 108dB/1mW 10Hz～23,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約3.5g シリコンイヤーピースXS・S・M、コードキーパー

HA-FX17 103dB/1mW 10Hz～23,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約3.4g シリコンイヤーピースS・M・L、イヤーフック、コードキーパー

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。

-W（ホワイト） -R（レッド） -Z（ターコイズ） -G（グリーン） -BZ（ブラック&ターコイズ）-B（ブラック） -A（ブルー） -P（ピンク） -BV（ブラック＆バイオレット） -BP（ブラック&ピンク）

豊富なカラーバリエーションから選べるインナーイヤーヘッドホン。

耳にフィット＆気になる音漏れをおさえた、密閉タイプの高音質ヘッドホン。

Y型コード口径8.5mm 密閉タイプ

HA-FX18★ オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

Y型コード口径9.0mm 密閉タイプ

HA-FX31★ オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

機能的で個性的な10タイプのカラーコレクト。

透きとおる雫が耳もとを彩り、音を包み込む。

色も装着スタイルも、スポーティに自分らしく。

■4サイズ（XS、S、M、L）のシリコンイヤーピース付属
■コードの長さを調節できるコードキーパー付属
■デジタルオーディオプレイヤーとの接続に便利な
　1.2mY型コード

■10タイプから選べるスポーティなカラーバリエーション
■フィット感に優れたロングラバーサポート構造を採用
■音漏れ低減&高音質再生を実現する
　高磁力小型ネオジウムドライバーユニット採用

-A（アクアブルー）

-B（ブラック）-W（ホワイト）

-B（シャドーブラック）

-RB（レッド&ブラック）

-D（オータムオレンジ）

-BP（ブラック&ピンク）

-G（オーシャングリーン）

-HG（グレー&グリーン）

-P（コーラルピンク）

-PP（ピンク&ピンク）

-R（サンセットレッド）

-AY（ブルー&イエロー）

-V（トワイライトパープル）

-DA（オレンジ&ブルー）

-W（フロスティホワイト）

-VA（バイオレット&ブルー） -GP（グリーン&ピンク）

ロングラバーサポート イヤーフック装着時

RL RL

左（L側）：ブラック 左（L側）：レッド

右（R側）：レッド

または

右（R側）：ブラック

HA-FX17-RBの仕様について 
（RB（レッド&ブラック）モデルは、左右色違いの
使用です。図の2種類の組み合わせがあります）

■好みで選べる2wayの装着スタイル
通常の装着方法に加え、コードを耳の上部に掛けての装着
が可能です。

■10タイプから選べる豊富なカラーバリエーション
■音漏れを低減し遮音性を高める2重構造ボディ
■不要な振動をおさえる制振設計でクリアな高音質 

 再生を実現
■耳にしっかりフィットする“オーバルフォルム”採用

HA-FX17 オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

Y型コード

口径8.5mm 密閉タイプ

■音漏れ・外音をおさえる2重構造&密閉型
■付属品も本体カラーとコーディネート
■小さな耳にもフィットする小型イヤーピース付属

■雫（しずく）のような透明感のある 
8カラーバリエーション

クリアカラーのアウターボディに異なるカラーのインナーボディ
が透けて見える2重構造です。

コード長1.2m

コード長1.2m

コード長1.2m

HEADPHONES インナーイヤー
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-FX12 102dB/1mW 10Hz～23,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約3.2g シリコンイヤーピースXS・S・M

HP-F240 105dB/1mW 20Hz～20,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） 約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約3.9g ー

HP-F140 108dB/1mW 16Hz～20,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） 約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約5g ー

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。

★

シリコン 低反発
型　番 サイズ カラー 型　番 サイズ カラー 型　番 カラー 型　番 サイズ カラー 型　番 サイズ カラー 型　番 サイズ カラー 型　番 サイズ カラー 型　番 サイズ カラー

EP-FX1★

オープン価格

ー

EP-FX2
オープン価格

XS

S

M

L

EP-FX7
オープン価格

XS

S

M

EP-FX9
オープン価格 S

MS

M

ML

L

EP-FX8
オープン価格

S

M

L

EP-FX3★

オープン価格

ー

EP-FX4
オープン価格

ー

EP-FX6★

オープン価格

S

M

対応機種 対応機種 対応機種 対応機種 対応機種 対応機種

HP-FX22S
HP-KX22
HP-NX22
MR-X23
MR-LX21

HA-FXT200/-FXT200LTD/-FXT100
HA-FX46/-FR46/-FX26/-FR26
HA-FX31/-FR31/-FX19/-FX18/-FX17/-FX12/-FR8
HA-FR65S/-FX45S
HA-FX33X/-FX33XM/-FX11X/-FX11XM/
HA-FX3X/-FX1X/-FX101

HA-ETR40/-ETX30/-EBX86
HA-FBT60/-FBT30
HA-FXZ200/-FXZ100/-FXT90
HA-FX1100/-FX850/-FX750/-FX650
HP-SX505/HP-NCX78

HA-FXH30
HA-FXH20
HA-FXH10
HA-FRH10

HA-FBT80
HA-FXD80
HA-FXD70
HA-FXD60
HA-FRD60

HP-FX33
HP-NX33
HP-NCX77

HP-FX500
HP-NCX78

HA-FX35
HA-FX67※2

EH-A500
HA-FX700/HP-FX500/HA-FXT90LTD/-FXT90L2
HA-FX40/-FR40/-FX25/-FR25
HA-FX11/-FX15/-FX16/-FX67

HP-FX300※1/HP-FX77/-FX66/-FX55/-FX55S
HP-FX24/-FX24S/-FX23/-FX10
HP-FXP5/-FXP3/-KX55/-KX24

HA-FXC71
HA-FXC51
HP-FXC70
HP-FXC50 

HP-FX300
HP-FX66

※1：HP-FX300の本体付属シリコンイヤーピースは、S、M、L各2コ入りでサービスパーツ扱いです。 ※2：HA-FX67はEP-FX6Mをご使用ください。黒のイヤーピースは各2コ入りでサービスパーツ扱いです。 ＊対応機種一覧の白背景は現行品、グレー背景は生産完了品です。

多彩なカラーバリエーション。グミ感覚のキュートなヘッドホン。

Y型コード口径8.8mm 密閉タイプ

HA-FX12 オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

さわって左右がわかりやすいボディデザイン。

やわらかエアクッションでしっかりフィット。 キュートなフルーツカラーのNEWグミホン。

口径11mm

6個入り 6個入り 6色各2個入り 6個入り 6個入り 4個入り 4個入り 4個入り

Y型コード

HP- F240 オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

■やわらかなシリコンボディの中に空気（エア）を閉じ込めた“エアクッション※”を採用 ※特許出願中

■迫力ある高音質再生を実現する口径11mmネオジウムドライバーユニット採用
■デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mコード
■ボディに合わせたカラーコードを採用

Y型コード

HP- F140 オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

■ボディと同じ8色のカラーコード採用
■小さめボディとソフトなゴム系素材“エラストマー”の採用で耳に心地よくフィット
■小さくてもこだわりのクオリティサウンド

-A（ブルー）

-R（ラズベリーレッド）

-A（ミントブルー）

-S（キャンディシルバー）

-B（ピオーネブラック）

-V（グレープバイオレット）

-G（メロングリーン）

-W（ライチホワイト）

-P（ピーチピンク）

-B（ブラック） -W（ホワイト） -R（レッド） -P（ピンク） -D（オレンジ） -G（グリーン） -V（バイオレット）

-P（ピーチピンク）

-A（ペパーミントブルー）

-R（ストロベリーレッド）

-B（ピオーネブラック）

-V（グレープバイオレット）

-D（バレンシアオレンジ）

-W（ライチホワイト）

-G（キウイグリーン）

耳穴の大きさとお好みの感触で選べる交換用イヤーピース。

■音漏れ低減&高音質再生を実現する
　密閉型高磁力ネオジウムドライバーユニット採用
■小さな耳にもフィットする小型イヤーピースを付属
■デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mY型コード
■コードをからみにくくするコードホルダー採用

■クリアなカラーボディを採用し、選べる8カラーをラインアップ

■さわって左右がわかりやすいボディデザイン
ボディトップを、左側は凸状に、右側は凹状にラウンドさせることによって、
表示を見て確認しなくても指でさわって左右が確認できる、使いやすい
デザインです。

エアクッション
コード長1.2m コード長1.2m

コード長1.2m

口径13.5mm

インナーイヤー／イヤーピース HEADPHONES
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本質を追究する大人のためのスタイリッシュアイテム。
スマートな操作性と上質なデザインで高い評価を得ている
欧州展開モデル。

HA-FR65S

HA-SR75S

HA-FX45S

HA-SR85S

HEADPHONES ésns y シリーズ
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-SR85S 102dB/1mW 8Hz〜26,000Hz 72Ω 1,000mW（IEC※2） 約1.2m 24金メッキL型4極ステレオ
ミニプラグ 約305g クリーニングクロス

HA-SR75S 104dB/1mW 8Hz〜26,000Hz 36Ω 1,000mW（IEC※2） 約1.2m 24金メッキL型4極ステレオ
ミニプラグ 約137g クリーニングクロス

HA-FR65S 100dB/1mW 6Hz〜25,000Hz 40Ω 200mW（IEC※2） 約1.2m 24金メッキL型4極ステレオ
ミニプラグ 約6.2g シリコンイヤーピースS・M・L、キャリングポーチ

HA-FX45S 100dB/1mW 7Hz〜24,000Hz 16Ω 200mW（IEC※2） 約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約3.4g シリコンイヤーピースS・M・L

※1：Plus X Awardとは、テクノロジー、スポーツ、ライフスタイル、製品を対象に行われる欧州（主催はドイツ）のデザイン＆イノベーションコンペです。　※2：IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。

個性を主張するPlus X Award※12013受賞 ハイエンドモデル。 エレガントなデザインと迫 力サウンド。

口径40mm

片出しコード

密閉タイプ

折りたたみ式

HA-SR85S オープン価格＊ HA-SR75S オープン価格＊

アラウンドイヤーヘッドホン オンイヤーヘッドホン

■迫力あるサウンドを実現する大口径40mm高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載
■臨場感のあるサウンドが楽しめる耳覆いスタイル
■スマートフォンでの音楽再生＆通話操作が可能（ハウジング部にリモコンとマイクを内蔵）
■快適な装着感のソフトイヤーパッド＆ソフトヘッドパッド採用
■携帯・収納に便利なフラット折りたたみ式構造を採用
■からみにくい片出し1.2mのフラットケーブルを採用
■美しいハウジングを保つクリーニングクロス付属

■迫力あるサウンドを実現する口径30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載
■スマートフォンでの音楽再生＆通話操作が可能（ハウジング部にリモコンとマイクを内蔵）
■快適な装着感のソフトイヤーパッド＆ソフトヘッドパッド採用
■携帯・収納に便利なフラット折りたたみ式構造を採用
■からみにくい1.2mのフラットケーブルを採用
■美しいハウジングを保つクリーニングクロス付属

-T（ブラウン） -B（ブラック） -T（ブラウン） -B（ブラック） -W（ホワイト）

個 性 的かつスマートなスクエアデザイン。 光を映すピアスのように、上品な彩りを。

口径10mm 密閉タイプ

Y型コード

HA-FR65S★ オープン価格＊ HA-FX45S★ オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン インナーイヤーヘッドホン

■パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生する
高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載

■スマートフォンでの音楽再生＆通話操作が可能
　（ハウジング部にリモコンとマイクを内蔵）
■3サイズ（S、M、L）のシリコンイヤーピース付属
■からみにくい1.2mのフラットケーブルを採用
■携帯に便利な専用キャリングポーチ付属

■パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生する
高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載

■3サイズ（S、M、L）のシリコンイヤーピース付属
■からみにくい1.2mのフラットケーブルを採用

口径30mm 密閉タイプ

折りたたみ式

リモコン部リモコン部

-T（ブラウン） -T（ブラウン）-B（ブラック） -B（ブラック）-W（ホワイト） -W（ホワイト）

リモコン部

ésnsyスペシャルサイトへのアクセスはこちら
http://www3.jvckenwood.com/accessory/esnsy

口径8.5mm 密閉タイプ

Y型コード

＊機種によっては、操作できない
機能があります。 ＊本製品が対
応するスマートフォンの機種につ
いては、こちらでご確認ください。

対応機種 HA-SR85S／
SR75S／FR65S共通：
4極プラグ対応のスマートフォン

〈当社ホームページ〉
http://www3.jvckenwood.com/accessory/support/

〈スマホ専用サイト〉

交換用イヤーピース 交換用イヤーピース

EP-FX2、EP-FX7、EP-FX9
（P.24参照）

EP-FX2、EP-FX7、EP-FX9
（P.24参照）

コード長1.2m

コード長1.2m

コード長1.2m コード長1.2m

ésns y シリーズ HEADPHONES
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米国逆輸入モデル。ストリートを席巻する衝撃の重低音。
唸る重低音＆タフボディが日本のストリートへ上陸！
迫力のサウンドと堅牢なフォルムで人気の“XXシリーズ”。

■新設計の大口径ドライバーユニット&“エクストリームディープ”
　バスポート採用

■外部衝撃からハウジングをガードする“タフ”ラバープロテクター採用

■遮音性と心地よい装着感を両立するソフトイヤーパッド採用
■伝送特性に優れた極太OFCコード採用

専用の大口径ネオジウムドライバーユニットを新たに開発。さらに、その性能をフル
に引き出すために、ハウジングの背圧を調整するポートを設けた“エクストリーム
ディープ”バスポートを採用。独自の音響構造により、パワフルでキレのある重低音
再生を実現しました。

外部からの衝撃に強いエラストマー素材の“タフ”ラバープロテクターを採用。ハウジ
ングをしっかりガードします。

変換コードが不要な切換スイッチ付ワンボタンリモートコントローラーを採用して
います。

■“ワンボタンリモートコントローラー”で音楽再生や通話の操作が可能
　（HA-XMR20X、HA-XSR10X）

DJモニターヘッドホン（HA-XM30Xのみ）

■ヘッドホンを装着したまま片耳モニターができる“フリップアップスタイル”
■装着感の良いステンレス製ヘッドバンドとラバー製ヘッドパッド採用
■携帯・収納に便利な折りたたみ式構造を採用
■片出しコード採用

＊機種によっては、操作できない
機能があります。＊本製品が対
応するスマートフォンの機種につ
いては、こちらでご確認ください。

対応機種：
4極プラグ対応の
スマートフォン

〈当社ホームページ〉
http://www3.jvckenwood.com/accessory/support/

〈スマホ専用サイト〉

コントロール部（HA-XMR20X/-XSR10X）

マイク

切換スイッチ

ボタン

再生／一時停止／
スキップ／通話・音声
機能

片出しコード口径57mm

口径50mm

折りたたみ式

密閉タイプ

密閉タイプ

フリップアップ
スタイル

HA-XM30X
オープン価格＊

HA-XM20X
オープン価格＊

アラウンドイヤーヘッドホン

アラウンドイヤーヘッドホン

シリーズトップエンドのDJユースモデル。

アラウンドイヤーで
迫力の臨場感を
逃さない。

スマートフォン対応モデル。

HA-XMR20X
オープン価格＊

アラウンドイヤーヘッドホン

口径40mm 密閉タイプ

HA-XS10X
オープン価格＊

オンイヤーヘッドホン

無二の重低音を、
スマートに楽しむ。

スマートフォン対応モデル。

HA-XSR10X
オープン価格＊

オンイヤーヘッドホン

フリップアップスタイル 折りたたみ式

HA-XM30X

HA-FX33X

コード長1.2m

コード長1.2m コード長1.2m

HEADPHONES XXシリーズ
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-XM30X 113dB/1mW 8Hz～20,000Hz 46Ω 1,000mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約422g ー

HA-XM20X 107dB/1mW 8Hz～23,000Hz 36Ω 1,000mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約318g ー

HA-XMR20X 107dB/1mW 8Hz～23,000Hz 36Ω 1,000mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキ4極ステレオミニプラグ 約318g ー

HA-XS10X 106dB/1mW 8Hz～23,000Hz 32Ω 1,000mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約158g ー

HA-XSR10X 106dB/1mW 8Hz～23,000Hz 32Ω 1,000mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキ4極ステレオミニプラグ 約158g ー

HA-FX33X 104dB/1mW 5Hz～25,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約6.2g シリコンイヤーピース S・M・L、コードキーパー、キャリングケース

HA-FX11X 104dB/1mW 5Hz～23,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約5.4g シリコンイヤーピース S・M・L、コードキーパー、キャリングケース

HA-FX101 101dB/1mW 5Hz～20,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約4.0g シリコンイヤーピース S・M・L

HA-FX33XM 104dB/1mW 5Hz～25,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキ4極ステレオミニプラグ 約6.2g シリコンイヤーピース S・M・L、コードキーパー、キャリングケース

HA-FX11XM 104dB/1mW 5Hz～23,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキ4極ステレオミニプラグ 約5.4g シリコンイヤーピース S・M・L、コードキーパー、キャリングケース

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

XXスペシャルサイトへのアクセスはこちら
http://www3.jvckenwood.com/accessory/xx_series/

HA-XS10X
オープン価格＊

オンイヤーヘッドホン

HA-XSR10X
オープン価格＊

オンイヤーヘッドホン

HA-FX33X
オープン価格＊

HA-FX11X
オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

インナーイヤーヘッドホン

Y型コード

Y型コード

口径10mm

口径10mm

密閉タイプ

密閉タイプ

■カーボン振動板＆メタルボディ採用（HA-FX33X/FX33XM）

■重低音の再現性を高める“エクストリームディープ”バスポート採用

■ハウジングを衝撃からガードするエラストマー素材の
　“タフ”ラバープロテクター採用
■安定した装着感を実現する“エルゴノミックアングルドフォルム”採用

カーボン振動板採用の口径10mmのネオジウムドライバーユニット搭載に
より、高精細でキレのある重低音再生を実現。さらに外部からの衝撃をお
さえ、不要な振動を低減するメタルボディを採用しています。

口径10mm（HA-FX101は8.5mm）のネオジウムドライバーユニットの性能
をフルに引き出す、“エクストリームディープ”バスポート採用。独自の音響構造
により、パワフルかつクリアでキレがある重低音再生を実現しました。

大きなボディでも安定して快適に装着できるよう、音筒部に最適な角度を
つけた“エルゴノミックアングルドフォルム”を採用しています。

大口径振動板を余すところなく駆動させることで、
クリアでキレのあるパワフルな重低音再生を実現。

大口径振動板
ドライバーユニット

“エクストリーム
ディープ”バスポート
ハウンジングの背圧を調整
するポートを設けた独自の
音響構造。

アウトドアでの使用を重視し、
高い耐久性を実現。

チューブ型
大型ハウジング

“タフ”ラバープロテクター

極太レッドOFCコード

ハウジングをエラストマー素材の
プロテクターがしっかりガード。

厚手シース採用で耐久性を高め、
芯線には伝送特性に優れ、音質に
有利なOFC素材を採用。

-B（ブラック）

-B（ブラック）

-R（レッド） -A（ブルー） -B（ブラック）

-BR（ブラック＆レッド）

-BR（ブラック＆レッド）

-S（シルバー）

-R（レッド）

-R（レッド）

-RB（レッド＆ブラック）

-RB（レッド＆ブラック）

-C（サンドベージュ）

先進素材で、重低音に鮮やかなキレをプラス。

XXシリーズの重低音を、多彩なカラーで。

XXシリーズ唯一のブルーもラインナップ。

HA-FX101
オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

Y型コード

口径8.5mm 密閉タイプ

インナーイヤー型ヘッドホン
（5,000円未満）

コード長1.2m

コード長1.2m

コード長1.2m

［HA-FX33XMのカラーラインアップ］
-B（ブラック）／-S（シルバー）／-R（レッド）

［HA-FX11XMのカラーラインアップ］
-B（ブラック）／-BR（ブラック＆レッド）／
-S（シルバー）／-RB（レッド＆ブラック）

HA-FX33X／FX11X
スマートフォン対応モデル。

コントロール部

ボタン
再生／一時停止／
スキップ／通話・音声機能

マイク

写真はHA-FX11XM-S（シルバー）

NEW

HA-FX33XM
インナーイヤーヘッドホン

Y型コード

口径10mm 密閉タイプ

コード長1.2m

HA-FX11XM
各オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

写真は
HA-FX11XM

■リモコンで音楽再生や通話の操作が可能（HA-FX33XM/FX11XM）
■太さ2.0mmのOFCコード採用（HA-FX33X/FX11X）
■携帯に便利な専用キャリングケース付属（HA-FX33X/FX33XM/FX11X/FX11XM）

XXシリーズ HEADPHONES
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-ETR40 104dB/1mW 10Hz～22,000Hz 16Ω 200mW（IEC※1） 約0.6m 24金メッキ4極ステレオミニプラグ 約6.6g
シリコンイヤーピースS・M・L、低遮音イヤーピースS・M・L※2、
0.6m延長コード（24金メッキ4極ステレオミニジャック
−24金メッキL型4極ステレオミニプラグ）、クリップ

HA-ETX30 104dB/1mW 10Hz～21,000Hz 16Ω 200mW（IEC※1） 約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約6.6g シリコンイヤーピースS・M・L、クリップ

※1：IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　※2：サービスパーツ扱いです。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

新開発“ピボットモーションサポート”で
耳にしっかりフィットする
防水スポーツ用ヘッドホン。

ウェアに合わせて選べる4カラーバリエーション。

■回転して耳にしっかりフィットする
　新開発“ピボットモーションサポート”搭載

■スマートフォンリモコンも防滴仕様（HA-ETR40）（保護等級：IPX2）

■ランニング時も安心して使用できる低遮音イヤーピース付属（HA-ETR40）

■用途ごとに長さが選べる0.6mコード＋0.6m延長コード（HA-ETR40）

動いてもはずれにくく、イヤーフックがメガネやサングラスの
邪魔にならないので、運動中でも快適に装着できます。

周囲の音が聞こえやすい
低遮音イヤーピース付属

ピボットモーション

イメージ図

スポーツマインドを
鼓舞する迫真の音質と
先進構造。

運動しながら、スマートフォンでの会話も。

-B（ブラック）

-B（ブラック）

-R（レッド）

-P（ピンク）

Y型コード

口径9.0mm 密閉タイプ

コード長
0.6m＋0.6m Y型コード

口径9.0mm 密閉タイプ

HA-ETR40
オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

HA-ETX30
オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

-W（ホワイト） -A（ブルー）

■使った後そのまま水洗いもできる防水仕様（保護等級：IPX5/IPX7）

汗に強いのはもちろん、運動後にそのまま水洗いもできます。

HA-ETR40 HA-ETX30

コード長1.2m

コントロール部

ボタン
再生／一時停止／
スキップ／通話・音声機能

マイク

HEADPHONES スポーツ対応インナーイヤー
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-EXC25 102dB/1mW 10Hz～23,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） 約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約8.6g シリコンイヤーピースS・M・L、クリップ

HA-EB75 105dB/1mW 16Hz～20,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） 約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約13g クリップ

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

スポーツ用ヘッドホン

自分の耳に合わせてフィット感を調整できる、
はずれにくい高音質スポーツ用ヘッドホン。

耳の大きさ毎に、ベストな位置へスライド。

■可動式のイヤーフックが耳にしっかりフィットする
　新開発“ピボットモーションイヤーフック”採用

■快適フィットではずれにくい“スライドイヤーフック”採用

■周囲の音に配慮したオープン型

■ウェアと合わせて選べる5カラーバリエーション
■スポーツ中も快適な装着感の軽量ボディ（約8.6g）

■迫力の高音質サウンドを実現する高磁力ネオジウムドライバーユニット 
搭載

■汗や水しぶきに強い防滴仕様（保護等級：IPX2）

■コードを首の後ろに回して装着できる1.2m Ｕ型コード採用
■コードのこすれ音をおさえるクリップ付属

■パワフルな高音質サウンドを再生

■汗や水しぶきに強い防滴仕様（保護等級：IPX2）

■コードのこすれ音をおさえるクリップ付属

ハウジングを軸にしてイヤーフックを動かすことができるため、耳のサイズや形状
に合わせてしっかりフィットさせることができます。スポーツ中も外れにくく、 
快適なリスニングを楽しめます。

耳の大きさに合わせてフックの位置を調整できる“スライドイヤーフック”を採用して
います。

ジョギングやフィットネス中にも、安心してリスニングが楽しめます。

耳の奥に効率よく音を伝える構造の“バスブーストイヤー
ピース”により、迫力ある高音質サウンド再生を実現しました。

耳の形に合わせて
イヤーフックを
ぴったりフィット。

可動式イヤーフックでしっかりフィット。

U型コード

口径9.0mm

Y型コード

密閉タイプ

イメージ図 イメージ図

ピボットモーションイヤーフック フレキシブルイヤーフック

バスブースト
イヤーピース

-A（ブルー）

-G（グリーン）-B（ブラック）

-P（ピンク）

-W（ホワイト）
-A（ブルー） -B（ブラック） -R（レッド）

-D（オレンジ） -S（シルバー） -Y（イエロー）

※-Wのクリップは
　白となります。

HA-EXC25
オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

HA-EB75
オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

スポーツ用ヘッドホン

コード長1.2m

コード長1.2m口径13.5mm

NEW

スポーツ対応インナーイヤー HEADPHONES
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バッグやポケットからスマホを取り出すことなく、
リモコンを使ってワンタッチで操作可能。

通話も音楽も自由自在。
スマホ世代の
ヘッドホン。

HA-FX46スマートフォン対応モデル。 HA-FX26スマートフォン対応モデル。

HA-FR46 オープン価格＊ HA-FR26 オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン インナーイヤーヘッドホン

-R（レッド） -R（レッド） -P（ピンク）

-W（ホワイト）

-A（ブルー）-G（グリーン）

-B（ブラック）

-W（ホワイト） -B（ブラック） -N（ゴールド）

＊機種によっては、操作できない
機能があります。＊本製品が対
応するスマートフォンの機種につ
いては、こちらでご確認ください。

＊機種によっては、操作できない
機能があります。＊本製品が対
応するスマートフォンの機種につ
いては、こちらでご確認ください。

対応機種：
4極プラグ対応の
スマートフォン

対応機種：
4極プラグ対応の
スマートフォン

〈当社ホームページ〉
http://www3.jvckenwood.com/accessory/support/

〈当社ホームページ〉
http://www3.jvckenwood.com/accessory/support/

〈スマホ専用サイト〉 〈スマホ専用サイト〉

■高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載

■音漏れを低減する2重構造ボディ（HA-FR26）■ボリューム付リモコンで音楽再生や通話の操作が可能

■丈夫でからみにくい2mm径のコードを採用
■好みに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション
■選べる4サイズ（XS、S、M、L）のシリコンイヤーピース付属
■オーディオプレイヤー等との接続に便利な1.2mY型コード
■コードの長さを調節できるコードキーパー付属

パワフルな低音から繊細な中高音までクリアに再生します。

外出先でも周囲を気にすることなく、快適なリスニング
を楽しめます。

（再生／一時停止／
スキップ／通話・音声機能）

ボタン マイク

ボリューム

インナー
ボディ

アウター
ボディ

2重構造ボディ／
断面イメージ図

スマートフォン のハンズ
フリー通話や音楽再生／
停止などのリモート操作
が可能です。

■アルミボディ&バスポート採用でキレのある
重低音再生を実現（HA-FR46）

■快適かつ安定した装着感を実現するフィット
サポート搭載（HA-FR46）

精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレのある
重低音サウンドを実現します。 

アルミ切削
ボディ

フィット
サポート

バスポート

Y型コード

口径10mm 密閉タイプ

コード長1.2m Y型コード

口径9.0mm 密閉タイプ

コード長1.2m

型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-FR46 101dB/1mW 8Hz～24,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキL型4極ステレオミニプラグ 約6.4g シリコンイヤーピースXS・S・M・L、コードキーパー

HA-FR26 101dB/1mW 8Hz～23,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキL型4極ステレオミニプラグ 約3.6g シリコンイヤーピースXS・S・M・L、コードキーパー

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

HEADPHONES スマートフォン対応インナーイヤー
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HA-FX31スマートフォン対応モデル。 シンプルスマートな6カラーバリエーション。

HA-FR31★ オープン価格＊ HA-FR8 オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン インナーイヤーヘッドホン

-W（ホワイト）

-A（ブルー） -B（ブラック）

-B（ブラック）

＊機種によっては、操作できない
機能があります。＊本製品が対
応するスマートフォンの機種につ
いては、こちらでご確認ください。

＊機種によっては、操作できない
機能があります。＊本製品が対
応するスマートフォンの機種につ
いては、こちらでご確認ください。

対応機種：
4極プラグ対応の
スマートフォン

コントロール部

対応機種：
4極プラグ対応の
スマートフォン

コントロール部

〈当社ホームページ〉
http://www3.jvckenwood.com/accessory/support/

〈当社ホームページ〉
http://www3.jvckenwood.com/accessory/support/

〈スマホ専用サイト〉 〈スマホ専用サイト〉

HA-FR65S
オープン価格＊

HA-FX11XM
オープン価格＊

HA-FX33XM
オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン インナーイヤーヘッドホン

インナーイヤーヘッドホン

詳細はP.26に掲載 詳細はP.27に掲載 詳細はP.28に掲載

HA-FRH10
オープン価格＊

HA-SR85S
オープン価格＊

HA-SR75S
オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン アラウンドイヤーヘッドホン オンイヤーヘッドホン

詳細はP.12に掲載 詳細はP.26に掲載 詳細はP.26に掲載

■変換コードが不要な切換スイッチ付専用コントローラーで音楽再生や通話の操作が可能
■スマートフォンのハンズフリー通話が可能
■音漏れを低減し遮音性を高める2重構造ボディ
■不要な振動をおさえる制振設計でクリアな高音質再生を実現
■耳にしっかりフィットする“オーバルフォルム”採用
■4サイズ（XS、S、M、L）のシリコンイヤーピース付属

■スマートフォンでの音楽などの再生操作が手元で可能
　※一部のスマートフォンでは操作できない機能があります。

■スマートフォンのハンズフリー通話が可能
■高磁力ネオジウムドライバーユニットで高音質再生を実現
■スマートフォンとのコーディネートが楽しめる6カラーバリエーション

各ページに掲載中の以下の商品も専用コントローラーを使ったスマートフォンでの音楽再生や通話の操作に対応しています。

-S（シルバー） -P（ピンク）

-R（レッド） -W（ホワイト）

マイク

切換スイッチ

ボタン
（再生／
一時停止／
スキップ／
通話・音声機能） （再生／一時停止／

スキップ／通話・音声機能）

-P（ピンク）-Z（ターコイズ）

マイク

口径9.0mm 密閉タイプ Y型コードコード長1.2m 口径11mm 密閉タイプ Y型コードコード長1.2m

HA-XSR10X
オープン価格＊

オンイヤーヘッドホン

HA-XMR20X HA-FX11XM

HA-XMR20X
オープン価格＊

アラウンドイヤーヘッドホン

型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-FR31 101dB/1mW 8Hz～23,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） OFC約1.2m 24金メッキL型4極ステレオミニプラグ 約3.2g シリコンイヤーピースXS・S・M・L、コードキーパー

HA-FR8 101dB/1mW 10Hz～23,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） 約1.2m 24金メッキL型4極ステレオミニプラグ 約3.7g シリコンイヤーピースS・M・L、コードキーパー

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。

スマートフォン対応インナーイヤー HEADPHONES
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ヘッドホン部

型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-FBT80 102dB/1mW 8Hz～
25,000Hz 20Ω 150mW（IEC※5） OFC約0.6m 24金メッキ

ステレオミニプラグ 約8.5g イヤーピースS・M・L、USBケーブル（充電用、長さ1m）

HA-FBT60 104dB/1mW 5Hz～
25,000Hz 16Ω 200mW（IEC※5） OFC約0.6m 24金メッキ

ステレオミニプラグ 約6.2g イヤーピースS・M・L、USBケーブル（充電用、長さ1m）

HA-FBT30 101dB/1mW 8Hz～
23,000Hz 16Ω 200mW（IEC※5） OFC約0.6m 24金メッキ

ステレオミニプラグ 約3.2g イヤーピースS・M・L、USBケーブル（充電用、長さ1m）

※4：本機は2.4GHz帯の周波数を使用した無線機器です。また、通信距離はあくまで目安です。周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音が途切れたり、受信距離が短くなる場合があります。 ※5：IEC（国際電気標準会議）規格による測定
値です。＊Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、株式会社JVCケンウッドはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しております。 ＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。

レシーバー部（3機種共通）

通信方式 出力 最大通信距離 使用周波数帯域 対応Bluetoothプロファイル 対応コーデック 対応コンテンツ保護 マルチペアリング マルチポイント 伝送帯域

Bluetooth標準規格
Ver.3.0＋EDR

Bluetooth標準規格 
Power Class 2 約10m※4 2.4GHz帯

（2.402GHz～2.480GHz）
A2DP/AVRCP/

HFP/HSP SBC、AAC※2 SCMS-T方式 最大8台まで
登録可能

音楽再生機器と
通話機器1台ずつ同時接続可能

20Hz～20,000Hz
（44.1KHzサンプリング時）

電源 連続再生・通信・通話時間 連続待ち受け時間 充電時間 出力端子 外形寸法（横幅×高さ×厚さ） 質量

内蔵リチウムポリマー
充電池 約10時間※1 最大200時間※1 約3時間 φ3.5mmステレオ

ミニジャック 22mm×61mm×15mm 約16g
（内蔵充電池含む）

約3時間の充電で、たっぷり10時間使 用可能。
ダイナミックな重低 音を、ワイヤレスで持ち歩こう。

■連続10時間※1の高音質ワイヤレス再生を実現 ■“ACTIVE BASS回路”搭載で迫力の重低音再生
■胸ポケットにさりげなく差し込めるコンパクトサイズBluetooth®対応のスマートフォンなどで、ワイヤレスの音楽再生と通話が可能。高

音質のワイヤレス音楽再生を可能にするAAC※2と、クリアな通話を可能にするHD 
Voice※3に対応しています。

※1：使用条件により変わります。
※2：iOS4.3.1以降のiOS機器に対応。
※3：接続する機器がHD Voiceに対応している必要があります。 

“自由”なだけじゃない。
ワイヤレスにも
重低音を。

独自の音響構造で、
唸るパワフル重低音。

迫力の高解像度サウンドを、
耳の奥深くへ。

不要な振動と音漏れを抑える
2重構造ボディ。

Y型コードY型コード Y型コード口径10mm口径5.8mm 口径9.0mm密閉タイプ密閉タイプ 密閉タイプ

HA-FBT60
オープン価格＊

HA-FBT80★

オープン価格＊

HA-FBT30★

オープン価格＊

ワイヤレスステレオヘッドセットワイヤレスステレオヘッドセット ワイヤレスステレオヘッドセット

HA-FBTシリーズスペシャルサイトへのアクセスはこちら
http://www3.jvckenwood.com/accessory/fbt/

ネオジウムドライバーユニットの性能をフルに引き出す
“エクストリームディープ”バスポートを採用。高精細で
キレのある重低音再生を実現。

カーボンナノチューブ振動板採用の“マイクロHDユニット”
と“ダイレクトトップマウント構造”で、高解像度サウンドと
高い遮音性を両立。

ボディをインナーとアウターの2重構造にすることにより、
音漏れを大幅におさえ遮音性を向上。

-A（ブルー） -R（レッド）

-B（ブラック）

-W（ホワイト）

コード長0.6m コード長0.6m コード長0.6m

HEADPHONES Bluetooth ®対応インナーイヤー 
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型　名
ヘッドホン部（受信機） トランスミッター部（送信機） 一般仕様 

付属品
型　式 使用

ユニット 電　源 電池持続時間 質　量 電　源 音声入力
端子（コード）

外形寸法
（横幅×高さ×奥行き） 質　量 受信距離 受信

有効角度
再生周波数

特性

HA-WD50 密閉タイプ
ダイナミック型

口径
30mm

専用充電式
ニッケル水素電池

（1.2V/700mAh）×2
約10時間

（専用充電池使用時）
約210g

（専用充電式ニッケル
水素電池×2含む）

DC5V
（専用のAC

アダプター使用）
ピンジャック

×2
139mm×50mm

×147mm
約125g

（ACアダプター、
接続コード別）

約30m 全方向 35Hz～
21,000Hz

単4専用充電式ニッケル水素電池×2、
専用ACアダプター、接続コード

（ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2/1.8m）

HA-WD100 密閉タイプ
ダイナミック型

口径
40mm

専用充電式
ニッケル水素電池

（1.2V/700mAh）×2
約10時間

（専用充電池使用時）
約250g

（専用充電式ニッケル
水素電池×2含む）

DC5V
（専用のAC

アダプター使用）
ピンジャック

×2
200mm×62mm

×132mm
約250g

（ACアダプター、
接続コード別）

約30m 全方向 30Hz～
22,000Hz

単4専用充電式ニッケル水素電池×2、
専用ACアダプター、接続コード

（ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2/1.8m）
※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。

くつろぎながら映画や音 楽を楽しめる、
高音 質デジタルワイヤレスヘッドホン。

臨場感豊かな迫力のサウンドを楽しむなら。

■高音質でクリアなサウンドを伝える2.4GHzデジタルワイヤレス方式採用 ■高音質でクリアなサウンドを伝える2.4GHzデジタルワイヤレス方式採用

■受信距離約30m※1のワイドエリア伝送 ■受信距離約30m※1のワイドエリア伝送

■連続10時間※2使用できる大容量バッテリー内蔵
■ダイナミックなサウンドを再生する口径30mmドライバーユニット採用
■送信機に置くだけで充電できる“オンスタンド充電”採用
■遮音性と装着感に優れたソフトイヤーパッド採用
■長時間でも快適にリスニングが楽しめる軽量ボディ

■連続10時間※2使用できる大容量バッテリー内蔵
■迫力あるサウンドを実現する口径40mmドライバーユニット採用
■送信機に置くだけで充電できる“オンスタンド充電”採用
■遮音性と装着感に優れたソフトイヤーパッド採用

コードを気にせず、音楽やテレビ音声を音途切れしにくいクリアな高音質サウンドで楽しめます。 コードを気にせず、音楽やテレビ音声を音途切れしにくいクリアな高音質サウンドで楽しめます。

壁やドアなどの障害物に遮られることなく、クリアなサウンドが楽しめます。 壁やドアなどの障害物に遮られることなく、クリアなサウンドが楽しめます。

コードを気にせず
どこでも自由に
快適リスニング。

軽量ボディで、長時間リスニングも快適に。

口径30mm 口径40mm密閉タイプ 密閉タイプワイヤレス ワイヤレス

HA-WD50★ オープン価格＊ HA-WD100 オープン価格＊

ワイヤレスヘッドホンシステム ワイヤレスヘッドホンシステム

オンスタンド充電対応送信機

オンスタンド充電対応送信機

※1：本機は2.4GHz帯の周波数を使用した無線機器です。また、受信距離はあくまで目安です。周囲の環境や建物の構造、電子
レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音が途切れたり、受信距離が短くなる場合があります。

※2：使用条件により変化します。

2.4GHz帯デジタルワイヤレスの特性上、信号伝送の遅延による音の遅れが若干発生します。これは映画や音楽など鑑賞する
場合、一般的には遅れを感じないレベルですが、ご使用される用途や使用状況によっては遅れを感じる場合があります。

※1：本機は2.4GHz帯の周波数を使用した無線機器です。また、受信距離はあくまで目安です。周囲の環境や建物の構造、電子
レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音が途切れたり、受信距離が短くなる場合があります。

※2：使用条件により変化します。

2.4GHz帯デジタルワイヤレスの特性上、信号伝送の遅延による音の遅れが若干発生します。これは映画や音楽など鑑賞する
場合、一般的には遅れを感じないレベルですが、ご使用される用途や使用状況によっては遅れを感じる場合があります。

接続例（HA-WD100の場合）

接続コード（付属）

1.8m
ステレオミニプラグ

テレビやオーディオ機器のヘッドホン端子へ接続 ピンプラグ オンスタンド充電対応送信機

家庭用コンセント

ACアダプター（付属）

ヘッドホン

広いリビングでも安心して
ご利用いただけます

送信機

ワイヤレス
受信距離 約30m※

障害物があっても
音が途切れにくい

テレビ

-B（ブラック） -W（ホワイト）

ワイヤレス HEADPHONES
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-S800 115dB/1mW 8Hz〜26,000Hz 32Ω 1,000mW（IEC※）OFC約0.8m 24金メッキステレオミニプラグ 約242g 0.7ｍ延長コード
（24金メッキステレオミニジャック－24金メッキステレオミニプラグ）、キャリングポーチ

HP-S700 101dB/1mW 8Hz〜25,000Hz 32Ω 1,000mW（IEC※）OFC約0.8m 24金メッキステレオミニプラグ 約149g 0.7ｍ延長コード
（24金メッキステレオミニジャック－24金メッキステレオミニプラグ）、キャリングポーチ

HA-S680 102dB/1mW 8Hz〜26,000Hz 32Ω 1,000mW（IEC※） 約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約194g —

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。

高音質を快適に楽しめるポータブルヘッドホン。

口径40mm

折りたたみ式

密閉タイプ コード長0.8m

折りたたみ式口径40mm 密閉タイプ

折りたたみ式口径40mm 密閉タイプ

HA-S800★ オープン価格＊

HP-S700★ オープン価格＊

HA-S680★ オープン価格＊

バンドポータブルヘッドホン

バンドポータブルヘッドホン

バンドポータブルヘッドホン

カーボンハウジングが生み出す躍動の音場。

独自の音響技術で高音質をスタイリッシュに。

音、スタイル、装着感。そのすべてを高次元で。

■歪を抑えクリアな重低音を実現する新開発“カーボンハウジング”採用
■音の解像度を高めるカーボン振動板採用大口径40mm高磁力ネオジウムユニット搭載
■高い遮音性と快適な装着感が得られる“低反発イヤーパッド”採用
■コンパクトに折りたため携帯・収納に便利。反転ハウジングにより片耳モニターも可能
■デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な0.8mコード＋0.7m延長コード
■ヘッドホンを保護し、携帯に便利なキャリングポーチ付属

■高音質再生を実現する“サウンドスタビライザー”※1搭載　※1：特許出願中
■ダイナミックで迫力ある重低音を再生する大口径40mm高磁力ネオジウムユニット搭載
■音漏れをおさえ遮音性に優れた密閉型
■快適な装着感の低反発イヤーパッド採用
■持ち運びに便利なフラット＆コンパクトの2way折りたたみ式
■デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な0.8mコード＋0.7m延長コード付属
■ヘッドホンを保護し、携帯に便利なキャリングポーチ付属

■音の解像度を高めるカーボンナノチューブ振動板採用大口径40mm高磁力ネオジウム
ユニット搭載
■低音域の再現性を高める“ダイナミックポート”搭載
■快適な装着感のレザー調ソフトイヤーパッド採用
■音漏れをおさえ遮音性に優れた密閉型
■持ち運びに便利なフラット＆コンパクトの2way折りたたみ式
■装着感に優れたステンレス製ヘッドバンド＆レザー巻きソフトヘッドパッドを採用
■デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mY型コード

反転ハウジング

-W（ホワイト）

-R（レッド）

-A（ブルー）

-B（ブラック）

-S（シルバー）

-W（ホワイト）

新開発！“サウンドスタビライザー”
ドライバーユニット背面に配した同心円ダ
クトにより、ハウジング内の圧力を均等化
させ、ユニットの安定した振幅を実現。

ドライバーユニット

同心円ダクト

特許出願中
キャリングポーチ

ダイナミック
ポート

折りたたんだ状態 キャリングポーチ

2Way折りたたみ式

フラット コンパクト

コード長1.2m

コード長0.8m

反転ハウジング

HEADPHONES ヘッドバンド式ポータブル
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-S600 102dB/1mW 8Hz〜25,000Hz 36Ω 1,000mW（IEC※）OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約152g コードキーパー

HA-S500 106dB/1mW 8Hz〜25,000Hz 32Ω 1,000mW（IEC※）OFC約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約168g —

HP-S400 104dB/1mW 10Hz〜24,000Hz 36Ω 1,000mW（IEC※）OFC約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約145g —

HA-S200 107dB/1mW 12Hz〜22,000Hz 32Ω 1,000mW（IEC※）OFC約1.2m 24金メッキL型ステレオミニプラグ 約128g —

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

先進素材が導く重低音の新たなステージ。 3WAYスタイルで持ち運ぶ40mmの大口径。

折りたたみ式口径40mm 密閉タイプ コード長1.2m 3way
折りたたみ式口径40mm 密閉タイプ コード長1.2m

HA-S600 オープン価格＊ HA-S500 オープン価格＊

バンドポータブルヘッドホン バンドポータブルヘッドホン

■迫力ある重低音を実現する“カーボン振動板”採用
■迫力の高音質再生を実現する大口径40mmの高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載
■低音域の再現性を高める“ダイナミックポート”搭載
■持ち運びに便利なフラット＆コンパクトの2way折りたたみ式
■快適な装着感の低反発イヤーパッド採用
■デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mコード
■コードの長さを調節できるコードキーパー付属

■クリアでキレのあるサウンドを生み出す“カーボンナノチューブ振動板”採用
■迫力の高音質再生を実現する大口径40mmの高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載
■携帯・収納に便利な3way折りたたみ式
■高い遮音性と優れた装着感を両立する低反発イヤーパッド&低反発ヘッドパッド採用
■デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mコード

ダイナミック
ポート

-R（レッド） -Z（ガンメタリック）-B（ブラック） -B（ブラック）-W（ホワイト）

折りたたんだ状態

スマートデザインで高音質をもっと身近に。 スタイルと機能を追求するDJユースモデル。

3way
折りたたみ式口径30mm 密閉タイプ

折りたたみ式 フリップアップ
スタイル

口径30mm 密閉タイプ

HA-S400 オープン価格＊

HA-S200 オープン価格＊

バンドポータブルヘッドホン

バンドポータブルヘッドホン

■クリアでキレのあるサウンドを生み出す“カーボンナノチューブ振動板”採用
■携帯・収納に便利な3way折りたたみ式
■装着感の良いソフトヘッドパッド採用
■デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mコード ■ヘッドホンを装着したままで片耳モニターができる“フリップアップスタイル”採用

■パワフルな重低音からクリアな中高音まで高音質再生を可能にする口径30mmの
　高磁力ドライバーユニット採用
■スポーティでポップな5カラーバリエーション
■携帯・収納しやすいコンパクト折りたたみ式
■遮音性に優れた密閉型イヤーパッド＆装着感の良いソフトヘッドパッドを採用
■デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mコード

-R（レッド）

-BR（ブラック&レッド） -BA（ブラック&ブルー） -BG（ブラック&グリーン） -BP（ブラック&ピンク） -B（ブラック）

-B（ブラック） -W（ホワイト）

折りたたんだ状態

フリップアップスタイル折りたたんだ状態

コード長1.2m

コード長1.2m

ヘッドバンド式ポータブル HEADPHONES
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-S160 103dB/1mW 12Hz〜24,000Hz 32Ω 500mW（IEC※） 約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約66g —

HP-SX505 104dB/1mW 8Hz〜22,000Hz 16Ω 200mW（IEC※） OFC約0.8m 24金メッキステレオミニプラグ 約28g シリコンイヤーピースS・M・L、0.7m延長コード
（24金メッキステレオミニジャックー24金メッキステレオミニプラグ）、キャリングポーチ

HP-X73 104dB/1mW 12Hz〜24,000Hz 32Ω 500mW（IEC※） 約3.5m 24金メッキステレオミニプラグ 約64g プラグアダプター
（24金メッキステレオミニジャック→24金メッキステレオ標準プラグ）

HP-X53 97dB/1mW 14Hz〜23,000Hz 32Ω 500mW（IEC※） 約2m 24金メッキステレオミニプラグ 約64g —

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。

ドライバー
ユニット

ブラスリング

安定した装着感が得られる 
ラバージョイント機構

手軽に持ち運べる折りたたみ式ヘッドホン。

折りたたみ式口径30mm 密閉タイプ

HA-S160 オープン価格＊

バンドポータブルヘッドホン

折りたたみ式口径16mm 密閉タイプ

HP-SX505★ オープン価格＊

バンドポータブルヘッドホン

耳をやさしく包むスタイリッシュハウジング。

高音質とスマートフォルムを、ひとつに。

■迫力ある高音質再生を楽しめる口径30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載
■やさしいフィット感で長時間リスニングも快適な“メタルヘッドバンド”採用
■遮音性と装着感に優れた密閉型レザータイプイヤーパッド採用
■携帯・収納に便利なフラット折りたたみ式 採用
■コンパクト＆スリムボディの4カラーをラインアップ
■デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mコード

■ドライバーユニットの振動ロスを抑える“ハイブリッド構造”により、 
クリアで迫力あるデジタルサウンドを再生

■繊細な中高音域からパワフルな低音までの高音質再生を実現する大口径16mm
高磁力ネオジウムユニット採用

■胸ポケットやバッグなどに収納できる持ち運びに便利な折りたたみ式採用
■軽量メタル素材のバンドスタイル&耳穴に合わせて装着位置を調整できる 

 “ラバージョイント機構”により、安定した装着感を実現
■密閉型構造により気になる音漏れを低減
■3サイズ（S、M、L）のシリコンイヤーピース付属
■携帯に便利なキャリングポーチ付属
■使いやすい0.8m本体コード＋0.7m延長コード

-AA（ブルー） -B（ブラック） -R（レッド） -W（ホワイト）

“ハイブリッド構造”
ドライバーユニットの背面に比重の大きいブラ
スリングを加えた“ハイブリッド構造 ”により、
ユニットの振動ロスを低減し、クリアで迫力
あるデジタルサウンドを再生。

  

使用時

折りたたみ式

収納時

メタル
ヘッドバンド

HP-SX505は、口径の大きいユニットを使用しているため、耳に入れる部分
の形状が大きめに作られています。お客様の耳の形状によっては、装着時に
痛みを感じることが想定されますので、購入時に販売店にご相談いただき、
試聴確認されてからのご購入をお勧めします。

ご
注
意

軽快フィットの高音質・軽量ヘッドホン。

コード長0.8m

コード長1.2m

HEADPHONES ヘッドバンド式 ポータブル

口径30mm 密閉タイプ

HP-X73 オープン価格＊

ステレオヘッドホン

■口径30mm高磁力ネオジウムユニット搭載
■ 快 適なフィット感で楽しめる軽 量メタル 

ヘッドバンド採用
■迫力の重低音を楽しめるレザー調イヤー

パッド採用の密閉タイプ
■用途の広い3.5mコードを採用

口径30mm オープン
エアタイプ コード長2m

HP-X53 オープン価格＊

ステレオヘッドホン

■口径30mm高磁力ドライバーユニット搭載
■ 快 適 なフィット感で楽しめる軽 量メタル 

ヘッドバンド採用
■パソコンとの接続にも便利な2mコードを

採用

迫力のサウンドを、
快適なフィット感で。

長時間リスニングを
心地よく楽しめる。

コード長3.5m
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-KS1 85dB/1mW 15Hz〜23,000Hz 782Ω 200mW（IEC※） 0.8m 24金メッキステレオミニプラグ 約122g オリジナルデザインステッカー

型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 最大許容入力 雑音抑圧量 電　源 電池持続時間 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HP-NCX78 105dB/1mW（電源ON時）
103dB/1mW（電源OFF時） 18Hz〜22,000Hz 200mW（IEC※7） 18.5dB以上

（200Hzにて）
DC.1.5V

単4乾電池×1
約22時間（マンガン乾電池使用時）
約50時間（アルカリ乾電池使用時） 約1.5m 24金メッキ

ステレオミニプラグ
約38g

（単4乾電池×1含む）
単4乾電池（動作確認用）、航空機用プラグアダプター、

イヤーフック、低反発イヤーピース、
シリコンイヤーピース（S、M、L）、キャリングポーチ

HP-NC80 103dB/1mW（電源ON時）
105dB/1mW（電源OFF時） 10Hz〜22,000Hz 1,500mW（IEC※7） 12dB以上

（WIDEモード 300Hzにて）
DC.1.5V

単4乾電池×1
約25時間（マンガン乾電池使用時）
約50時間（アルカリ乾電池使用時） 約0.8m 24金メッキ

ステレオミニプラグ
約140g

（単4乾電池×1含む） 0.7m延長コード、単4乾電池（動作確認用）

※7：IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。。

飛行機の
エンジン
車の
クラクション

普通の会話

ささやき声

HA-KS1

出力レベル

85dB

入力レベル

通常のヘッドホン

HA-KS1

■周囲の騒音を約1/4※6に低減するノイズキャンセリング機能搭載
■騒音の種類に合わせてノイズ低減効果を選べるデュアルノイズ 

キャンセリングモード搭載
■音漏れしにくい密閉型イヤーパッドを採用
■口径30mm高磁力ネオジウムユニット採用で高音質再生を実現
■携帯・収納スタイルに応じて多彩な折りたたみが可能
■電源スイッチをOFFにして、通常のヘッドホンとしても使用可能
■デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な0.8mコード
（0.7m延長コード付属）

※6：300Hzにて当社測定条件による。

周囲の音を防ぎ、
自分の音も漏らさない。

デュアルノイズ
キャンセリング 折りたたみ式

口径30mm 密閉タイプ

HP-NC80★ オープン価格＊

ノイズキャンセリングヘッドホン

反転ハウジング

Y型コード口径30mm 密閉タイプ

HA-KS1 オープン価格＊

バンドポータブルヘッドホン

乗り物内でも騒音を気にせず高音質を楽しめるノイズキャンセリングヘッドホン。

新システムであらゆるノイズをトータルに低減。

Y型コード口径8.5mm 密閉タイプ

HP-NCX78★ オープン価格＊

ノイズキャンセリングヘッドホン

■省電力設計により約50時間※5の長時間ノイズキャンセリングを実現
■選べるイヤーピースで密閉性をアップ
■外部の音がワンタッチで聞ける「モニター機能」搭載
■電源スイッチをOFFにして高音質ヘッドホンとしても使用可能
■装着時の安定性を高める着脱式イヤーフック付属
■持ち運びに便利なキャリングポーチ付属

※3：200Hzにて当社測定条件による
※4：ホワイトノイズとは、ノイズキャンセリング回路から発生する、高い周波数帯の雑音です。
※5：アルカリ乾電池使用時。周囲の温度や使用条件により、異なる場合があります。

■新開発 “マルチ・ノイズキャンセリング・システム”搭載
［高性能回路によるノイズ低減機能］
周囲の騒音を高性能ノイズキャンセリング回路が出す逆位相の音によって、約1/8※3に低減。新設計回路により、気になる
ホワイトノイズ※4を低減しました。

［新設計構造によるノイズ低減機能］
薄型ハウジング構造により、風きりノイズを低減。優れた遮音効果の密閉構造により、中高域ノイズを低減。一体型ブッシン
グ構造により、コードからのタッチノイズを低減しました。

-B（ブラック） -W（ホワイト）

外部モニター

形体・収納に便利な折りたたみ

薄く折りたたみ 小さく折りたたみ

反転ハウジング

横回転スイーベル機構

ノイズキャンセリングのしくみ フィードバック方式 デュアルノイズキャンセリング
モード（イメージ図）

周囲の騒音を、ノイズキャンセリング回路が出す逆位相の音によって低減し、音量を上げすぎることなく 
快適なリスニングが楽しめる機能です。

●周囲からの騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません。　●効果の感じ方には個人差があります。

ノイズキャンセリングとは？

フィードバック方式 デュアルノイズ
キャンセリング

音量をおさえた設計で子供の耳にやさしいキッズ向けヘッドホン。

長距離移動する時のお子さま用に。

耳に優しい低感度設計（イメージ図）

■お子さまの好みに合わせて
　選べる8カラーバリエーション
ビビッドな2色の組み合わせで、お子さま
のカジュアルなファッションにマッチします。

■子供の耳をやさしく守る
　安全に配慮した低感度設計
出力音圧レベルを85dB/1mW※1に
設定。機器の誤操作による大音量から
お子さまの耳を守ります。

■ステッカーが貼れる幅広スライダー採用
ヘッドバンドのスライダー部に貼れるステッカーを同梱※2。お気に入りの絵柄を組み合わせカスタマイズ
を楽しめます。

■頭にぴったりフィットする“小型バンド＆ソフトイヤーパッド”採用

-P（ピンク） -R（レッド） -V（バイオレット） -Y（イエロー）

※1：走行中の電車の車内程度の音量です。
※2：同梱ステッカーは本体色により異なります。

コード長1.5m

コード長0.8m

コード長0.8m

NEW

★本製品の対象年齢は
3才以上です。

キッズ向け／ノイズキャンセリング HEADPHONES
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HA-RZ910 106dB/1mW 7Hz〜26,000Hz 64Ω 1,500mW（IEC※）OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約350g 2.3m延長コード（24金メッキステレオミニジャック−24金メッキステレオミニプラグ）、
プラグアダプター（金メッキステレオミニジャック→金メッキステレオ標準プラグ）

HA-RZ710 105dB/1mW 8Hz〜25,000Hz 48Ω 1,500mW（IEC※）OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約330g 2.3m延長コード（24金メッキステレオミニジャック−24金メッキステレオミニプラグ）、
プラグアダプター（金メッキステレオミニジャック→金メッキステレオ標準プラグ）

HA-RZ510 105dB/1mW 10Hz〜22,000Hz 70Ω 1,200mW（IEC※）OFC約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約194g 2.3m延長コード（24金メッキステレオミニジャック−24金メッキステレオミニプラグ）

HA-RZ310 100dB/1mW 12Hz〜22,000Hz 32Ω 1,200mW（IEC※）OFC約3.5m 24金メッキステレオミニプラグ 約194g —

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。

ドライバーユニット

同心円ダクト

映画や音楽を臨場感あふれる音で楽しめる新ラインアップ「RZシリーズ」。

自然な音の広がりと奥行き感。 高解像度サウンドが生む贅沢なひと時。

重厚かつ繊細な、息をのむ臨場感。 目の前に迫るダイナミックサウンド。

■大口径40mmの高磁力ネオジウムユニットにより、映画や音楽などを臨場感豊かに 
高解像度で再生

■共振による歪をおさえる“5アンチレゾナンス”構造採用
■ソフトヘッドパッド＆肌触りが心地良い布製イヤーパッド採用
■長時間視聴も快適な“ツイストアクション”機構採用
■片側1.2mコード＋大画面視聴に便利な2.3m 延長コード

HA-RZ510� オープン価格＊

ステレオヘッドホン

口径40mm

片出しコード

密閉タイプ

5アンチ
レゾナンス

ツイスト
アクション

コード長
1.2＋2.3m

■大口径40mmの高性能ユニットに加え、ダイナミックポート構造とレザー調密閉イヤーパッド 
の採用により、映画や音楽などを迫力の重低音とともにダイナミックに再生

■共振による歪をおさえる“5アンチレゾナンス”構造採用
■長時間視聴も快適な“ツイストアクション”機構採用
■使いやすい片側3.5mコード

HA-RZ310�★ オープン価格＊

ステレオヘッドホン

口径40mm

片出しコード

密閉タイプ

5アンチ
レゾナンス

ツイスト
アクション

■大口径50mm高磁力ネオジウムユニットにより、映画や音楽などを臨場感豊かに高解像
度で再生

■デジタル音源を忠実に再生する、新開発“サウンドスタビライザー”搭載
■共振による歪をおさえる“5アンチレゾナンス”構造採用
■長時間リスニングも快適な新開発“ワイドホールド・  ヘッドバンド”採用
■肌触りがソフトで心地よいソフトレザーイヤーパッド採用
■片側1.2mコード＋大画面視聴に便利な2.3m 延長コード

HA-RZ710� オープン価格＊

ステレオヘッドホン

口径50mm

サウンド
スタビライザー

密閉タイプ

5アンチ
レゾナンス

ツイスト
アクション

コード長
1.2＋2.3m 片出しコード

■大口径50mm高磁力高性能ネオジウムユニットにより、映画や音楽などを臨場感豊か 
に高音質で再生

■デジタル音源を忠実に再生する、新開発“サウンドスタビライザー”搭載
■“アコースティックレンズ”採用の独自構造により、直接音と間接音を最適にチューニング
■共振による歪をおさえる“5アンチレゾナンス”構造採用
■長時間リスニングも快適な新開発“ワイドホールド・ ヘッドバンド”採用
■側頭部の形状になじむ低反発ウレタンイヤーパッド採用
■片側1.2mコード＋大画面視聴に便利な2.3m 延長コード

口径50mm

サウンド
スタビライザー

密閉タイプ

5アンチ
レゾナンス

ツイスト
アクション

コード長
1.2＋2.3m 片出しコード

HA-RZ910� オープン価格＊

ステレオヘッドホン

サウンドスタビライザー（HS-RZ910・RZ710）

ドライバーユニットの背面に配した同心円ダクトに
より、ハウジング内の圧力を均等化させ、ユニットの
安定した振幅を実現。

※特許出願中。

ツイストアクション

頭の形状に合わせやすい、
ハウジングが全方向に可動
する機構です。

5アンチレゾナンス

ドライバーユニットに5つ
の制振リブを設け、不要な
共振をおさえます。

ダイナミックポート

密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン
（5千円以上1.5万円未満）

密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン
（5千円未満）

密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン
（5千円以上1.5万円未満）

密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン
（5千円未満）

アコースティック
レンズ

コード長3.5m

密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン
（5千円未満）

密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン
（5千円以上1.5万円未満）

HEADPHONES インドア（R Zシリーズ／軽 量モデル）
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HP-M440 110dB/1mW 10Hz〜24,000Hz 24Ω 1,000mW（JEITA※1） OFC約3m 24金メッキステレオミニプラグ 約110g プラグアダプター（24金メッキステレオミニジャック→24金メッキステレオ標準プラグ）

HP-M330 107dB/1mW 12Hz〜22,000Hz 32Ω 500mW（JEITA※1） 約3m 24金メッキステレオミニプラグ 約108g プラグアダプター（24金メッキステレオミニジャック→24金メッキステレオ標準プラグ）

HP-AV510 107dB/1mW 10Hz〜25,000Hz 52Ω 1,000mW（JEITA※1） OFC約5m 24金メッキステレオミニプラグ 約255g プラグアダプター（24金メッキステレオミニジャック→24金メッキステレオ標準プラグ）

HP-AV410 105dB/1mW 10Hz〜24,000Hz 52Ω 1,000mW（JEITA※1） OFC約5m 24金メッキステレオミニプラグ 約255g プラグアダプター（24金メッキステレオミニジャック→24金メッキステレオ標準プラグ）

HP-AV350 104dB/1mW 12Hz〜24,000Hz 32Ω 500mW（IEC※2） 約5m 24金メッキステレオミニプラグ 約60g プラグアダプター（24金メッキステレオミニジャック→24金メッキステレオ標準プラグ）

HP-AV250 97dB/1mW 14Hz〜23,000Hz 32Ω 500mW（IEC※2） 約5m 24金メッキステレオミニプラグ 約64g プラグアダプター（24金メッキステレオミニジャック→24金メッキステレオ標準プラグ）

※1：JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。　※2：IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。

音質と使いやすさを追求したモニター用ヘッドホン。

ダイナミックなサウンドでTVを楽しめる「AVシリーズ」。

口径30mm 密閉タイプ コード長3m

HP-M440�★ オープン価格＊

ステレオモニターヘッドホン

■重低音から高音域までをダイナミックに再 現する口径
30mmの高性能ネオジウムユニット搭載

■制振用エラストマー採用でタッチノイズなどの雑音も低減し、
原音をストレートに再生

■最大許容入力1,000mW（JEITA規格）
■反転ハウジング採用により片耳だけのモニタリングが可能
■コンパクトに持ち運べる折りたたみ式

口径30mm 密閉タイプ コード長3m

HP-M330�★ オープン価格＊

ステレオモニターヘッドホン

■重低音から高音域までをダイナミックに再 現する口径
30mmの高性能ネオジウムユニット搭載

■制振用エラストマー採用でタッチノイズなどの雑音も低減し、
原音をストレートに再生

■最大許容入力500mW（JEITA規格）
■反転ハウジング採用により片耳だけのモニタリングが可能
■コンパクトに持ち運べる折りたたみ式

口径30mm

コード長5m

オープン
エアタイプ
ボリューム
コントローラー

HP- AV250� オープン価格＊

ステレオヘッドホン

■高音質再生を実現する口径30mm高磁力ユニット搭載
■長時間のテレビ鑑賞も快適な軽量メタルヘッドバンド採用
■音量が手元で調節できるボリュームコントローラー付
■テレビ鑑賞にも便利な5mロングコードを採用

原音に忠実に、そしてダイナミックに。 音質と機能を両立したベーシックモデル。

テレビも音楽もダイナミックな高音質で。 長時間視聴もジャストフィットで快適。

多重音声も手元で自由に切替可能。 手元でらくらくボリューム操作。

口径40mm

片出しコード

密閉タイプ

X-ホールド

コード長5m

HP-AV510�★ オープン価格＊

ステレオヘッドホン

■頭部を4方向からサポートするXホールド設計
■口径40mm高性能ネオジウムユニット採用
■ソフトな肌触りが心地よい布製イヤーパッド
■テレビの鑑賞にも便利な5m片側ロングコードを採用
■手元で音量を調節できるボリュームコントローラー付

口径40mm

片出しコード

密閉タイプ

X-ホールド

コード長5m

HP-AV410�★ オープン価格＊

ステレオヘッドホン

■頭部を4方向からサポートするXホールド設計
■口径40mm高性能ネオジウムユニット採用
■ソフトな肌触りが心地よい布製イヤーパッド
■テレビの鑑賞にも便利な5m片側ロングコードを採用
■手元で音量を調節できるボリュームコントローラー付

反転ハウジング＆
便利な折りたたみ式

ＤＪやエディティング時などに便利な 
片耳だけのモニタリングが可能です。また、
持ち運びや収納時にとても便利な折り
たたみ式機構を採用しています。

不要な振動をおさえる
防振機構ハウジング

不要な振動をおさえ原音を 
ストレートに伝えます。

「X-ホールドシステム」とは？

頭部を4方向からしっかりサポートし、
さらにヘッドバンド部の可動パッドに 
よりこれまでにないフィット感を実現
する新装着システム 。快適で安定した
装着感が得られます。

メイン・サブ音声切換＆ボリュームコントローラー

口径30mm オープン
エアタイプ コード長5m

HP-AV350� オープン価格＊

ステレオヘッドホン

■パワフルな低音から繊細な高音まで高音質で再生する、 
口径30mm高磁力ネオジウムユニット搭載

■長時間のテレビ鑑賞も快適な軽量メタルヘッドバンド採用
■手元で音量調節と音声切換えができる便利なコントローラー付
■テレビ鑑賞にも便利な5mロングコードを採用

折りたたみ式 反転ハウジング 折りたたみ式 反転ハウジング

ボリューム
コントローラー

ボリューム
コントローラー

メイン・サブ音声切換＆ボリュームコントローラー

ステレオモニター／AVシリーズ HEADPHONES
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HP-AL600 107dB/1mW 10Hz～25,000Hz 32Ω 1,000mW（IEC※） 約0.8m 24金メッキステレオミニプラグ 約42g 0.7m延長コード
（24金メッキステレオミニジャック－24金メッキL型ステレオミニプラグ）

HP-AL102 106dB/1mW 12Hz～24,000Hz 32Ω 500mW（IEC※） 約0.8m 24金メッキステレオミニプラグ 約29g —

HP-AL302 110dB/1mW 12Hz～24,000Hz 32Ω 1,000mW（IEC※） 約0～1m 24金メッキステレオミニプラグ 約44g —

HP-AL202 110dB/1mW 12Hz～24,000Hz 32Ω 1,000mW（IEC※） 約0～1m 24金メッキステレオミニプラグ 約40g —

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。

U型コード口径36mm 密閉タイプ

HP-AL600★ オープン価格＊

ステレオヘッドホン

 -B
（オニキスブラック）

-S
（ム－ンストーンシルバー）

  -Y
（シトリンイエロー）

  -R
（ガ－ネットレッド）

-WP
（ホワイト＆ルビ－ピンク）

  -G
（エメラルドグリーン）

  -W
（パ－ルホワイト）

  -P
（ルビーピンク）

-WA
（ホワイト＆ラピスブルー）

-WW
（ホワイト＆パ－ルホワイト）

低反発ウレタン採用
密閉型イヤーパッド

-ZA（ガンメタリック＆ブルー） -B（ブラック）

-SA（シルバー＆ブルー）

-ZR（ガンメタリック＆レッド）

-W（ホワイト）

-S（シルバー）

-WP（ホワイト＆ピンク）

コードをすっきり巻取れる、2タイプの「リワインドBe!」

耳にかけやすく着け心地も快適な高音質アームレスヘッドホン。

大口径36mmの重低音を、アウトドアでも。

煩わしいすべてのコードをワンタッチ巻取り。

ジュエリー感覚で耳元をスタイリング。

選べる10カラーの「プラグコード巻取り」モデル。

■パワフルな重低音から繊細な高音まで楽しめる口径36mm高磁力ネオジウム 
ユニット採用

■密閉型イヤーパッドで気になる音漏れを軽減し歯切れのよい迫力ある重低音  
を再生

■様々なファッションにマッチするメタリックデザイン
■片手でも手際よく装着可能。装着感も快適「ストップアクションフック」採用
■0.8m本体コードに加え、0.7m延長コードを標準添付

■デジタルサウンドを高音質再生する口径27mmの高磁力ネオジウムマグネット・ドライバーユニット搭載
■コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり＆やさしくフィット。
　さらに、「ストップアクションフック」採用により、片手で手軽に装着可能
■光を受けてジュエリーのようにきらめく、スタイリッシュな11カラー
■デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な0.8mコード

プラグホルダー L（左）
L（左） R（右）

スイッチ
プラグをプラグホルダーに
挿入します。

プラグの突起を
プラグホルダーに
挿入します。

R（右）側ヘッドホンの
スイッチを押します。

コードの巻き取り方 コードを本体に収納
●機器から外して巻取る場合【HP-AL302/202共通】 ●機器に接続したまま巻取る場合【HP-AL302/202共通】 ●左右のヘッドホン間のコード を巻取る場合 

    【HP-AL302のみ】

■機器に接続したままでもワンタッチでコードの巻取りが可能
■新開発「低反発ウレタン採用密閉型イヤーパッド」により、耳へのフィット感を高め、気になる音漏れや外音を低減（先行モデルHP-AL301と比較し、約30％音漏れ低減）
■繊細な高音域から迫力の重低音まで高音質な再生を楽しめる口径30mm高磁力ネオジウムマグネットユニット搭載
■片手で簡単に装着でき、やわらかラバーで耳へのフィット感を高めた「ぴったりストップアクションフック」採用

■コードを本体にスッキリ収納
プラグコードの絡まりを解消し、スマートに携帯できる「コード巻取り機能」採用（HP-AL302はネックコードも巻取り可）

U型コード口径27mm

HP-AL102 オープン価格＊

ステレオヘッドホン

コード巻取り口径30mm 密閉タイプ コード長0〜1m

HP-AL302 オープン価格＊

ステレオヘッドホン

ストップアクション
フック コード巻取り口径30mm 密閉タイプ コード長0〜1m

HP-AL202 オープン価格＊

ステレオヘッドホン

ストップアクション
フック

　

プラグホルダー

-WP（ホワイト＆ピンク）

-MA（メタリック＆ブルー）

-W（ホワイト）

-MR（メタリック＆レッド）

-WA（ホワイト＆ブルー）

-S（シルバー）

-WG（ホワイト＆グリーン）

-SA（シルバー＆ブルー）

-B（ブラック）

-ZA（ガンメタリック＆ブルー）

-B（ブラック）

-S（シルバー）

密閉型
イヤーパッド

-A（ラピスブルー）

〈 HP-AL302 〉 〈 HP-AL202 〉

ストップアクション
フックコード長0.8m

コード長0.8m ストップアクション
フックオープンエアタイプ

選べる
7color

選べる
10color

HEADPHONES アームレス
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型　名 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インピーダンス 最大許容入力 コード長 入力プラグ 質量（コード別） 付属品

HP-F107 100dB/1mW 12Hz～22,000Hz 16Ω 300mW（IEC※） 約1.2m 24金メッキステレオミニプラグ 約7g —

HP-F207L 100dB/1mW 12Hz～22,000Hz 16Ω 300mW（IEC※） 約3.5m 24金メッキステレオミニプラグ 約7g —

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。

用途に応じて選べる重低音＆高音質再生のインナーイヤーヘッドホン。

ニュースに、学習に、音楽に。便利に使える、高品位イヤホン。

デジタルサウンドを、パワフルな重低音で。 ロングコードでテレビもゆったり高音質。

テレビ／ラジカセ用（プラグ径 口径3.5mm）

ラジオ／ラジカセ用（プラグ径 口径3.5mm）

ステレオポケットラジオ用（プラグ径 口径2.5mm） ポケットラジオ用（プラグ径 口径2.5mm） ポータブルオーディオ用（プラグ径 口径3.5mm） ヘッドホン／インナーイヤー用延長コード
（24金メッキステレオミニジャック
 － 24金メッキＬ型ステレオミニプラグ）

イヤーパッド

■デジタルプレーヤーをバッグに入れてリスニングするのに便利な
　1.2mコード（Y型）

■大画面テレビも離れてゆったり楽しめる3.5mコード（Y型）
■モノラル音声を両耳で楽しめるステレオ/モノラル切換スイッチ付

■クリアな高音質を実現する口径13.6mmネオジウムドライバーユニット採用
■手元で音量調節ができるスライドボリューム付

※通常の音孔に加え耳の奥に効率良く音を伝える音筒を形成した、新開発イヤーピース
構造により、低域の音圧感を高めています。

■バスブーストイヤーピース※でパワフルな重低音を再生
耳からはずれにくく耳穴にフィットする形状で、装着感も快適です。

ボリューム
コントローラーY型コード

HP-F107 オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

MR-57 （3m）
オープン価格＊

Hi-Fiイヤホン

MR-L37 （1m）
-Bブラック／-Hグレー

Hi-Fiイヤホン

MR-L225（1m）
オープン価格＊

Hi-Fiステレオイヤホン

MR-LX21-B （1m）
オープン価格＊

Hi-Fiイヤホン

MR-L25 （1m）
オープン価格＊

Hi-Fiイヤホン

MR-31 （1.5m）
オープン価格＊

イヤホン

MR-L30 （1m）
オープン価格＊

イヤホン

MR-L20 （1m）
オープン価格＊

イヤホン

MR-L125（1m）
オープン価格＊

Hi-Fiステレオホン

MR-L35 （1m）
オープン価格＊

Hi-Fiイヤホン

MR-L235 （1m）
オープン価格＊

Hi-Fiステレオイヤホン

MR-51 （3m）
オープン価格＊

イヤホン

MR-X23-B （3m）
オープン価格＊

Hi-Fiイヤホン

TP-1 （3m）オープン価格＊

-GRグリーン／ -WTホワイト★

テレビホン

TP-1V （3m）
オープン価格＊

TP-5L （3m）左耳用

TP-5R （3m）右耳用
オープン価格＊

Hi-Fiテレビホン

TP-3L （1.2m）左耳用

TP-3R （1.2m）右耳用
オープン価格＊

オープン価格＊

Hi-Fiラジオホン

MR-55 （3m）オープン価格＊

MR-55V （3m）オープン価格＊

Hi-Fiイヤホン

ボリューム
コントローラーY型コード

HP-F207L オープン価格＊

インナーイヤーヘッドホン

  

  

-B（ブラック） -B（ブラック）

TP-5L

TP-3L

TP-5R

TP-3R

TP-1GR TP-1WT

-Bブラック

-Bブラック

スライドボリューム

スライドボリューム

-S（シルバー） -W（ホワイト）

スライドボリューム付

ステレオ／モノラル切換
スイッチ付

スライドボリューム付

※-B（ブラック）/-S（シルバー）は黒、
   -W（ホワイト）は白となります。

※-B（ブラック）/-S（シルバー）は黒、
    -W（ホワイト）は白となります。

デジタル
プレーヤー用 テレビ用

バスブーストイヤーピース※で
パワフルな重低音を再生

コイル

コイル

ダイナミック型
ユニット採用の
高音質タイプです。マグネット

マグネット

プロテクター

振動板
（純鉄）

振動板
（ポリエステル）

[イヤホン側面図] [Hi-Fiイヤホン側面図]

●外径15.5〜17mmのインナーイヤーヘッドホンやHi-Fiイヤホンに使用可能です。
●HP-F107、HP-F207L、HP-KF107には使用できません。

-Bブラック／-Hグレー

［インピーダンス］＜14Ω＞MR-X23／LX21 ＜16Ω＞MR-31／51／L20／L30／57／L37 ＜25Ω＞TP-1／1V ＜32Ω＞MR-55／55V／L25／L35／L125／L225／L235、TP-5L／5R／3L／3R

CK-E10（1m） CK-E30（3m）
希望小売価格
800円（税抜き）

希望小売価格
1,100円（税抜き）

EP-F1BK （ブラック/4個1組）
オープン価格＊

口径13.6mm 口径13.6mmコード長1.2m コード長3.5m

インナーイヤー／イヤホン HEADPHONES
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型　名 マイク方式 マイク
指向特性 ドライバー 最大

音響利得 使用電池 電池持続時間 コード長 外形寸法
（本体／（横幅×高さ×厚さ）） 質量 付属品

EH-A800 エレクトレット
コンデンサマイク 全指向性 φ5.7mmネオジウム

ドライバーユニット 40dB
単4形充電式ニッケル

水素電池（付属）
または単4形アルカリ乾電池1本

約20時間
（充電式ニッケル水素電池、連続使用時）/

約27時間
（アルカリ乾電池、連続使用時）
※使用条件によって変わります

約0.9m 
41.5mm×
72.3mm×
16.4mm

（突起部含まず）

約28.5g
（コード、電池含まず）

充電器、
充電式ニッケル水素電池×2本、
イヤーピースXS・S・M・L 各2個

EH-A550 エレクトレット
コンデンサマイク 全指向性 φ5.7mmネオジウム

ドライバーユニット 40dB
単4形充電式ニッケル

水素電池（付属）
または単4形アルカリ乾電池1本

約65時間
（充電式ニッケル水素電池、連続使用時）/

約100時間
（アルカリ乾電池、連続使用時）
※使用条件によって変わります

約0.9m 
41.5mm×
72.3mm×
16.4mm

（突起部含まず）

約28g
（コード、電池含まず）

充電器、
充電式ニッケル水素電池×2本、
イヤーピースXS・S・M・L 各2個

＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

日常の「聞こえ」にお悩みの方をフォローする“みみ楽シリーズ”。

音声や会話を増幅して自然な聞こえを実現するボイスレシーバー。

耳に合ったベストな「聴こえ」に簡単調整。

音を自然に増幅し、やさしくはっきりと。

みんなと同じ音量で聞きたいときに 会話が聞きとりにくいときに 遠くの声が聞きとりにくいときに

みみ楽シリーズ 専用オプション商品 対応モデル：EH-A800／EH-A550 ★EH-A550本体付属のイヤホンマイクとは形状は異なりますが、ご使用になれます。

マイク
内蔵型
イヤホン

マイク
内蔵型
イヤホン

EH-A8M（片耳タイプ）
希望小売価格6,000円（税抜き）
-Wホワイト／-Bブラック

EH-A8S（両耳タイプ）
希望小売価格7,000円（税抜き）
-Wホワイト／-Bブラック

EP-EH8XS/S/M/L
希望小売価格1,000円（税抜き）
-Wホワイト／-Bブラック

イヤーピース4サイズ（XS/S/M/L）
各1個入

イヤーピース4サイズ（XS/S/M/L）
各2個入

サイズ：XS/S/M/L
1セット同サイズ6個入

モノラルイヤホンマイク ステレオイヤホンマイク イヤーピース

手軽に使える片耳タイプ（左右兼用） 標準付属と同じ両耳タイプ 耳垢が詰まりにくい新構造

耳垢の詰まりにくい
新構造

-W（ホワイト） -W（ホワイト）

EH-A550
オープン価格＊

ボイスレシーバー（アナログタイプ）

■自分で簡単に調整できる新開発“聴こえ調整”機能搭載
　（EH-A800のみ）

■“デジタル信号処理回路”採用でノイズを低減し、
　クリアな「聞こえ」を実現（EH-A800のみ）

■会話もクリアに聞こえる“子音はっきり回路”※1搭載

■大きな音から耳を守る“突然音キャンセル機能”搭載
■大きなボタンで電源・音量・左右バランスを簡単に操作可能
■くり返し充電して使用できる
　充電池“eneloop”2本＋専用充電器つき

音声ガイドによる簡単操作で、聞き取りにくい周波数を増幅し、自分に合った
「音域」と「聞こえ特性」を簡単に調整できます。

耳に近い位置で音を拾え、より自然な聞こえを実現し、コードこすれ音も減少
させます。さらに耳垢が詰まりにくくなった新構造イヤーピースで、クリアな聞
こえを保ちます。

EH-A800
オープン価格＊

★本製品は医療機器認定
を取得した機器（補聴器）
ではありません。

★本製品は医療機器認定
を取得した機器（補聴器）
ではありません。

ボイスレシーバー（デジタルタイプ）

EH-A550
マイク一体型イヤホン

EH-A800
マイク内蔵型イヤホン

イヤホン部 マイク位置 イヤホン部 マイク位置

※1：EH-A800については聴こえ調整機能が優先されます。
★周囲の温度や使用状況により使用可能時間は異なる場合があります。

子音
はっきり

回路

突然音
キャンセル

機能

突然音
キャンセル

機能

マイク
内蔵型

イヤホン

マイク
内蔵型
イヤホン

デジタル
信号

処理回路

聴こえ
調整機能

＜EH-A800＞

＜EH-A550＞

聴こえ調節
ランプ

開始ボタン

左右バランス
ダイヤル

決定ボタン

左右バランス
ダイヤル

音量ダイヤル

電源ランプ

電源スイッチ

マイク

イヤホン

カ行・サ行・ハ行などの聞き取りにくい高い音域の子音をはっきりと再生します。

■自然な「聞こえ」を実現する
　“マイク内蔵型イヤホン”＆“マイク一体型イヤホン”

VOICE RECEIVER みみ 楽シリーズ ボイスレシーバー
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型　名
スピーカー部（受信機） 送信部（送信機） 一般仕様

付属品スピーカー
ユニット 電源 実用

最大出力
電池

持続時間
外形寸法

（横幅×高さ×厚さ） 質量 電源 音声入力
コード 入力端子 外形寸法

（横幅×高さ×厚さ） 質量 送信
周波数帯 受信距離

SP-A850 口径
40mm×2

内蔵リチウム
ポリマー充電池

（専用）
1W＋1W

（JEITA※4）
約20時間※3

（5mW＋5mW
出力時）

189mm×
132mm×

71mm

約453g
（内蔵充電池

含む）

DC5V
（専用のAC

アダプター使用）
約1.5m

φ3.5mm
金メッキステレオ

ミニプラグ

186mm×
34mm×
74mm

153g
（コード含む）2.4GHz帯 約30m※2

変換コード
（ステレオミニジャックーピンプラグ×2／0.1m）

専用ACアダプター
　※4：JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

日常の「聞こえ」にお悩みの方をフォローする“みみ楽シリーズ”。

テレビの音を家中どこでもはっきり楽しめるテレビ用ワイヤレススピーカー。

手軽に持ち運べて、操作もカンタン。

家事の支度の合間に リビングで家族と一緒に 周囲に音を出さずに

■約30m※2離れてもクリアな音を届ける2.4GHzデジタルワイヤ
レス方式採用

■人の声がクリアに聞き取りやすい“はっきり音声”搭載

■音量を最大からさらに大きくできる新機能“パワフル音量”搭載
■大きな文字とツマミで操作もカンタン
■置く場所を選ばないコンパクト設計
■送信機の上に置くだけで充電できる「のせるだけ充電」採用

■使い終わったら自動で電源が切れる「ツインオートパワーセーブ」
機能搭載

■約20時間※3の連続使用が可能な大容量電池内蔵
■ヘッドホンと接続できる専用端子搭載
■水回りでも安心な生活防水（IPX2相当）仕様

障害物があっても音が途切れにくく、ノイズの少ないクリアな音声が楽しめます。

ニュースのアナウンスやドラマのセリフなどが明瞭に聞こえます。

※2：本機は2.4GHz帯の周波数を使用した無線機器です。また、受信距離はあくまで目安
です。周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線など
の干渉により、音が途切れたり、受信距離が短くなる場合があります。

※3：使用条件により変わります。
★IPX2相当とは、標準の位置（ハンドルを上向きに平坦な場所に配置）から15度以内で傾斜

させ、鉛直に落下する水滴で機能が大きく損なわれないJIS保護等級です。
★生活防水（防滴仕様）はスピーカー（受信機）部のみとなっております。送信機およびACアダ

プターは水気のある場所でのご使用はお控えください。
★浴室でのご使用はお控えください。
★流水が直接掛かる場所でのご使用はお控えください。
★設置面が濡れている場所でのご使用はお控えください。
★発熱元（コンロ、電子レンジ、IH調理機器等）の近くでのご使用はお控えください。

はっきり音声のイメージ
“か行・さ行・は行”などの子音を含んだ言葉の帯域を増幅・強調し、金属音などの高い帯域を低減
させることで人の声を聞き取りやすくします。

周波数域（Hz） 1K 4K 8K

音
圧
レ
ベ
ル（
音
の
大
き
さ
）

はっきり音声 ON

はっきり音声 OFF

8KHz以上のレベルを
OFF時より下げる

のせるだけ
 充電

SP-A850
オープン価格＊

ワイヤレススピーカーシステム

-B（ブラック） -W（ホワイト）

ステレオ
タイプ

ACアダプター（付属）
家庭用コンセントへ

変換コード
（付属）

テレビ

送信機

スピーカー（受信機）

ワイヤレス
受信距離
約30m※2

接 続 方 法

1 テレビとスピーカー（受信機）の両方で楽しむ
テレビの
LINE出力端子へ接続

2 スピーカー（受信機）のみで楽しむ
テレビの
ヘッドホン端子へ接続

パワフル音量スイッチ

ヘッドホン
端子

数字メモリ付大型音量ダイヤル（電源 入／切）充電残量4段階表示

はっきり音声スイッチ

一人で深夜番組を見る時に

赤ちゃんのお昼寝時に

PORTABLE SPEAKERみみ 楽シリーズ ポータブルスピーカー
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型　名 使用ユニット 実用最大出力 電　源 電池持続時間 コード長 入力プラグ 外形寸法 質　量 付属品

SP-A55 口径50mm×2 1W+1W（JEITA※） 単3乾電池×4
（別売）

約40時間
（アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時） 約5m 24金メッキステレオミニプラグ 180mm×75mm×70mm 約304g

（コード含む、乾電池別） ー

SP-A35M 口径57mm
（モノラル） 160mW（JEITA※） 単3乾電池×2

（別売）
約60時間

（アルカリ乾電池使用、3mW出力時） 約5m 24金メッキステレオミニプラグ 80mm×120mm×68mm 約160g
（乾電池別） ー

SP-A230 口径30mm×2 160mW+160mW
（JEITA※）

単3乾電池×2
（別売）

約25時間
（アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時） 約0.3m 24金メッキステレオミニプラグ 162mm×42mm×32mm 約135g

（乾電池別） キャリングポーチ

SP-A130 口径30mm×2 160mW+160mW
（JEITA※）

単4乾電池×2
（別売）

約16時間
（アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時） 約0.21m 24金メッキステレオミニプラグ 159mm×70mm×22mm（スライドケースを開けたとき）

123mm×70mm×22mm（スライドケースを閉じたとき）
約116g

（スライドケース含む、乾電池別） ー

SP-A1M 口径30mm 160mW（JEITA※）単4乾電池×2
（別売）

約30時間
（アルカリ乾電池使用、3mW出力時） 約0.26m 24金メッキステレオミニプラグ 75mm×75mm×41mm 約80g

（乾電池別） ー

※IEC（国際電気標準会議）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。

いつでもどこでも手軽にいい音を楽しめる高性能ポータブルスピーカー。

テレビの音を、大きくはっきり臨場感豊かに。 手軽に手元で、テレビの音を大きくはっきりいい音で。

バッグに1本、高音質スクエアバースピーカー。

スライドさせれば、すぐに迫力のステレオサウンド。 手軽に持ち運べるポケットサイズスピーカー。

SP-A130★ オープン価格＊

ポータブルスピーカー

■スライドケース採用＆折りたたみスタンド付
■音声入力コードは本体背面に納めて、スライドケースにすっきり収納可能

SP-A35M オープン価格＊

ポータブルスピーカー

■大きくはっきりと高音質で聞こえる高性能オーディオアンプ内蔵
■テレビから離れた場所でも楽しめる5m音声入力コード採用
■余ったコードが邪魔にならないコード巻取り対応
■操作しやすい大きな音量ダイヤル

SP-A55★ オープン価格＊

ポータブルスピーカー

■テレビの音声をステレオで臨場感豊かに再生する高音質設計
■約40時間※の連続使用が可能
■新開発スピーカーユニット&高性能ハイパワーアンプ採用
■「オートパワーオン・オフ機能」採用の省エネ設計
■テレビから離れて楽しめる5mロングコードを採用
■余ったコードが邪魔にならないコード巻取り対応
■操作しやすい大きな音量ダイヤル

CN-140A 
オープン価格＊

SP-A230★ オープン価格＊

ポータブルスピーカー

-B（ブラック）

-B（ブラック） -N（ゴールド）

-P（ピンク）

-S（シルバー）

-S（シルバー）

-R（レッド）

-A（ブルー）

-W（ホワイト）

-W（ホワイト） -W（ホワイト）

コード
巻取り可能

■高音質再生を実現する高性能アンプ内蔵
■スタイリッシュな“スクエアバー・デザイン” 

■携帯に便利なキャリングポーチ付属

■音楽再生と連動する“オートパワーオン／オフ機能”
再生すると自動的にパワーオン、約3分間再生しないとパワーオフに。使用後の
切り忘れを防止します。

コンパクトなのでどこへでも手軽に持ち運べます。

さらに単4乾電池（2本）を使用すれば、パワフルな大音量でも楽しめます。
※パッシブモードではアンプ回路は機能しません。

■電池なしでも音楽を楽しめるパッシブモード搭載
さらに単3乾電池（2本）を使用すれば、パワフルな大音量でも楽しめます。 
※パッシブモードではアンプ回路は機能しません。

※使用条件によって変わります。

テレビの仕様によっては、テレビとスピーカー
（本機）の両方より音声を出力することができ
ます。（詳しくはテレビの説明書または添付の
取扱説明書をご覧ください）

-B（ブラック）

接続例

接続例

-P（ピンク）

-R（レッド）

-G（グリーン）

リスニング時 収納時

ステレオタイプ

SP-A1M★ オープン価格＊

ポータブルスピーカー

■高性能アンプ内蔵で迫力の高音質再生を実現
■電池カバー内にすっきり収納できる音声入力コード
■置き方は立てる／寝かせるの2way

SP-A55
SP-A35M

CN-140A+音声入力コード

ライン出力端子※があるテレビ
の場合接続コードCN-140Aを
お買い求めいただくと

※赤白ピンプラグの出力端子

テレビ本体とポータブル 
スピーカーの両方から音が出ます。

SP-A55／
SP-A35Mに
おすすめ!
変換オーディオコード

■迫力のステレオサウンドを楽しめる高性能アンプ内蔵
■電池なしでも音楽を楽しめるパッシブモード搭載

ステレオタイプ モノラルタイプ

ステレオタイプ

モノラルタイプ

PORTABLE SPEAKER ポータブルスピーカー
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型　名
使用ユニット

Bluetooth部 最大通信距離 実用最大出力
（JEITA） 電　源 入力端子 使用温度範囲 質　量 外形寸法（横幅×高さ×厚さ） 付属品

メインスピーカー パッシブラジエーター

SP‐ABT1 口径40mm×2
（フルレンジ） 97mm×30mm

Bluetooth Ver. 3.0
対応コーデック：SBC、AAC、MP3 
対応プロファイル：A2DP、AVRCP

約10ｍ※4 3W+3W 内蔵リチウム
ポリマー充電池

φ3.5mm
ステレオ 

ミニジャック
5℃～35℃ 約386g 185mm×71.5mm×44mm

（突起部含む）
充電用 

（マイクロUSB）
ケーブル

型　名 使用ユニット 実用最大出力 電　源 入力プラグ 外形寸法（横幅×高さ×厚さ） 質　量 付属品

SP-A440 口径32mm×4
（防磁型）

1.75W+1.75W
（JEITA※5）

DC9V
（専用ACアダプター

使用）

φ3.5mm
24金メッキ

ステレオミニプラグ
61.5mm×63.0mm×61.5mm （R）約163g

（L）約146g
専用ACアダプター（DC9V、800mA）、入力コード（φ3.5mm金メッキ ステレオミニプラグーφ3.5mm 

金メッキL型ステレオミニプラグ、50cm）1本、接続コード（φ2.5mm金メッキL型ステレオ超ミニプラグー 
φ2.5mm金メッキL型ステレオ超ミニプラグ、1.5m）1本、マルチアングルスタンド（1組）

※4：本機は2.4GHz帯の周波数を使用した無線機器です。また、通信距離はあくまで目安です。周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音が途切れたり、受信距離が短くなる場合があります　※5：JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。
＊Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社JVCケンウッドはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しております。 ＊N-Mark は米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。 ＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。

パワフル＆クリアなサウンドを手軽に持ち運べる 
Bluetooth®ワイヤレススピーカー。

パソコンやデジタルオーディオプレーヤーのサウンドを、
ダイナミックに楽しめるアンプ内蔵スピーカー。

-B（ブラック）

-R（レッド） -S（シルバー）

-W（ホワイト）

■最大約10時間※2の連続ワイヤレス再生が可能
■ワンタッチでペアリングが可能な「NFC」※3搭載

※1：最大通信距離は約10mです。
※2：フル充電の状態から連続再生時。当社測定条件による。
※3：NFC（Near Field Communication）は近距離無線通信技術の国際標準規格です。

■ワイヤレスで音楽を楽しめるBluetooth®機能搭載
スマートフォンや音楽プレーヤーなどのBluetooth対応端末内の音楽コン
テンツを、離れた場所※1からワイヤレスで再生可能 。くつろぎながら手元で
自在に音楽を操作できます。

■パワフルかつクリアなサウンドを実現する独自の高音質設計
低音増強振動板ユニット“パッシブラジエーター”搭載により、サイズを超えた
力強い低音再生を可能にしました。さらに、剛性を高めるアルミフレームで 
スピーカー本体を囲むことにより、音質に影響を与える不要な振動を抑制。
低域から高域までクリアなサウンドを実現しました。

■外部音声入力（Audio in）装備
ステレオミニプラグ付オーディオコード（別売）の接続でも再生可能です。

SP-ABT1-W★ オープン価格＊

Bluetooth®対応ワイヤレススピーカー

ステレオタイプ

■隣り合う2つの面にドライブユニットを設けた“ダブルパワフルドライブ”採用
■アルミ蒸着振動板を採用したドライブユニットと実用最大出力3.5W※5の高性能パワーアンプに

より、ハイクオリティなサウンド再生を実現
■映画や音楽など、ソースに合わせて音場を選べる2サウンドモードを搭載
■スピーカーの向きや角度を変えて、最適なリスニングをサポートするマルチアングルスタンド付属 
（1組）

■パソコン周辺にも設置しやすい省スペース設計＆スタイリッシュなキューブデザイン

SP-A440★ オープン価格＊

アクティブスピーカー

ステレオタイプ

 
 

 

NFCアンテナ

パッシブラジエーター

マルチファンクション

音量（—）ボタン 音量（＋）ボタン

L/Rスピーカー

電源スイッチ 
（LEDランプ兼用）  

ボタン

AUDIO IN 端子 
 （3.5mm 

ステレオミニジャック） 

充電用 
（マイクロUSB）端子

-W（ホワイト）

■上面■背面

臨場感あるサウンド再生

迫力あるサウンド再生

接続例 2サウンドモード搭載

アルミフレーム採用のエレガントフォルム。

2×2のスピーカーが生む、サイズを超えた臨場感。

Bluetooth®スピーカー
スタンダードクラス
（1.5万円未満）

ポータブルスピーカー PORTABLE SPEAKER
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型　名 使用ユニット 実用最大出力 電　源 電池持続時間 コード長 入力プラグ 外形寸法 質　量 付属品

SP-AW500 口径28mm×2
（防沫型）

450mW+450mW
（JEITA※6）

単三乾電池×4
（別売）

約70時間 
（アルカリ乾電池使用、3mW＋3mW出力時） 約0.12m φ3.5mm

L型4極ステレオミニプラグ 215mm×150mm×73mm 約440g（乾電池別） ー

※6：JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。

JX-S55B
AV＆ゲームセレクター

希望小売価格 4,000円（税抜き）
JX-S33★

AV＆ゲームセレクター（S端子専用）

希望小売価格 2,500円（税抜き）

バスタイムに、大画面スマートホンで音楽や動画再生、通話を楽しめるスピーカー。

複数のAV機器をスムーズに切換えて使いこなせるセレクター。

D端子付AV機器を、 
3台まで切換えOK。

音楽、通話、Web…ゆったり楽しむバスタイムに。

S端子付＆映像端子付機器を、 
4台までスムーズに切換え。

S端子付ゲーム機も、 
3台までらくらく切換え。

■ハンズフリー通話や音声検索に使える防滴マイク内蔵
■濡れた手でも安心して操作できる防沫仕様

■アンプ内蔵で高音質ステレオ再生
■電源を気にせず家中どこでも楽しめる乾電池駆動

※1：機種により操作できない機能があります。  ※2：スマートフォンの機種によっては通話時相手側にエコーが発生する場合があります。   
※3：機種によりアプリの起動、または切換えを行わないと動かない場合があります。
※4：ワンボタンの操作および通話機能は4極プラグ対応のスマートフォンで使用できます。
※5：機種によりタッチ画面などの感度が落ちる場合があります。  

■音楽・動画再生／通話※1※2の操作が簡単にできる「MUSIC/PHONE」ボタン搭載
スリープ解除やアプリの切換操作をすることなく※3ワンボタン※4で簡単操作できます。

前面シリコンシート※5を採用した防沫仕様（保護等級：IPX4）なので、濡れた手で触っても、水しぶきがかかっても安心です。

SP-AW500★ オープン価格＊

ポータブルスピーカー

JX-D77
AVセレクター

希望小売価格 7,000円（税抜き）

■入力と出力の信号の流れを反対にして3系統の 
 出力切換え機としても使用可能

■電源不要のパッシブタイプ
1度に2台以上のビデオにダビング（分配）する機能はありません。

■3台までのD端子付機器をかんたん切換え
D1〜D4までの映像信号フォーマットに対応しています。

●入力端子/3系統（D4映像、L/R）●出力端子/1系統（D4映像、L/R） ●外形
寸法/幅180mm×高さ54mm×奥行き135mm ●質量：約340g

■3台までのS端子付ゲーム機などをかんたん切換え
■選んでいる機器が一目で分かる前面表示窓を採用
■電源不要のパッシブタイプ
1度に2台以上のビデオにダビング（分配）する機能はありません。

●入力端子/3系統（S,L/R）●出力端子/1系統（S,L/R）●外形寸法
/幅187mm×高さ36mm×奥行66mm ●質量/約160g ●付属
品/接続機器名表示シール

■S端子付・S端子無しを問わずに4台の機器を 
 切換え可能

■選んでいる機器が一目で分かる前面表示窓を採用
■ゲーム機などの接続に便利な前面入力端子付
■電源不要のパッシブタイプ
1度に2台以上のビデオにダビング（分配）する機能はありません。

●入力端子/4系統（S,V,L/R）●出力端子/1系統（S,V,L/R×2）●外形
寸法/幅187mm×高さ44mm×奥行91mm ●質量 /約242g ●付属
品/接続機器名表示シール

映像端子に入力した信号は、S映像端子へは出力されません。また、
S映像端子に入力した信号も映像端子へは出力されません。

リアパネルリアパネルリアパネル

JX-D77接続例 1（入力機器を切換える）

JX-D77接続例 2（出力機器を切換える）

1 2 3

テレビゲーム機●スイッチを押して入力
　機器を切換えます。

D端子付テレビ
DVDプレーヤー

：信号の流れ

BSデジタルチューナー

入力1へ 入力2へ 入力3へ出力へ

※同時分配はできません。

D端子付テレビ

プロジェクター

DVDプレーヤー

入力1へ 入力2へ

出力へ

出力へ

入力へ

入力へ

1 2 3

●スイッチを押して入力
　機器を切換えます。

：信号の流れ

JX-S55B接続例

JX-S33接続例

S端子付テレビ

S-VHSビデオ

テレビゲーム機

S 出力 S 入力-1

S 入力-2

S 入力-3

DVDプレーヤー

-W（ホワイト） -P（ピンク） -A（ブルー）

 MUSIC/PHONEボタンで
 通話や音楽・動画の操作

（再生/一時停止、 
 スキップ＋/ー）が可能

鋭い部分のあるポータブル機器は使用
しないでください。

 使用可能な
 ポータブル機器の
 最大寸法
 （変換プラグ等の
 付属品含む）

＊機種によっては、操作できない機能があります。
＊本製品が対応するスマートフォンの機種については、こちらでご確認ください。

〈当社ホームページ〉 
http://www3.jvckenwood.com/accessory/support/

対応機種：音楽プレーヤー&4極プラグ対応スマートフォン
〈スマホ専用サイト〉

152mm

17mm
 85mm

ステレオタイプ

PORTABLE SPEAKER / SELECTOR ポータブルスピーカー / セレクター
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JX-61B

1

ー
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3台

○

JX-52B

1

ー

ー

2

ー

2

ー

1

ー

ー

ー

2台

○

JX-32B

1映像

D4映像

音声L／R

S映像

D4映像

音声L／R

S映像

映像

音声L／R

ビデオ・DVD機器
接続可能台数

フロント入力

セレクター機能一覧表

ワンタッチで3台まで切換え可能。 2台切換えタイプのコンパクトセレクター。

セレクターの機能説明

■ゲーム機などの接続に便利な前面入力端子付

●入力端子/3系統（入力①〜③：映像・音声L/R）●出力端子/ダビング出力1系統（映像・音声L/R）モニター出力1系統（映像・音声L/R）
●映像周波数帯域/10MHz ●外形寸法/幅170mm×高さ40mm×奥行78mm ●質量/約187g ●付属品/機器名表示ラベル

■3台のゲーム＆AV機器をかんたん切換え
選んでいる機器がわかる切換え表示窓を採用しています。

■手間いらずのクイックダビング
入力②から出力①、入力③から出力①の2通りのダビングが、スイッチ切換えだけで行えます。

■電源不要のパッシブタイプ
1度に2台以上のビデオにダビング（分配）する機能はありません。※ダビング中はダビング映像、音声を同時に見るものとして設計されています。

■ゲーム機などの接続に便利な前面入力端子付

●入力端子/4系統（入力①〜④：映像・音声L/R）●出力端子/1系統（映像・音声L/R）●映像周波数帯域 /10MHz
●外形寸法/ 幅170mm×高さ40mm×奥行78mm ●質量 /約187g ●付属品/機器名表示ラベル

■4台のゲーム＆AV機器をかんたん切換え
選んでいる機器がわかる切換え表示窓を採用しています。

■電源不要のパッシブタイプ
1度に2台以上のビデオにダビング（分配）する機能はありません。

■接続に便利な前面入力端子付

●入力端子/3系統（入力①〜③：映像・音声L/R）●出力端子/1系統（映像・音声L/R）●映像周波数帯域 /10MHz
●外形寸法 /幅177mm×高さ36mm×奥行78mm ●質量/ 約118g

■3台のAV機器やゲーム機をかんたん切換え
選んでいる機器がわかる切換え表示窓を採用しています。

■電源不要のパッシブタイプ
1度に2台以上のビデオにダビング（分配）する機能はありません。

■接続に便利な前面入力端子付

●入力端子/2系統（入力①〜②：映像・音声L/ R）●出力端子/1系統（映像・音声L/R）●映像周波数帯域 /10MHz
●外形寸法 / 幅110mm×高さ36mm×奥行78mm ●質量 / 約82g

■2台のAV機器やゲーム機をかんたん切換え
選んでいる機器がわかる切換え表示窓を採用しています。

■電源不要のパッシブタイプ
1度に2台以上のビデオにダビング（分配）する機能はありません。

B

JX -71B接続例

B

JX-52B接続例

B

JX- 61B接続例

B

JX-32B接続例

コンパクトボディに、2種類のダビングモード付。 前面入力端子付で4台まで切換え可能。

リアパネル リアパネル

電源スイッチの切り忘れやコンセント
の心配が要らない、電源を必要とし
ないタイプです。

入力端子数と出力端子数です。

JX-71B
AVセレクター

希望小売価格 3,500円（税抜き）

JX-52B オープン価格＊

AV＆ゲームセレクター

JX-61B
AVセレクター

希望小売価格 3,000円（税抜き）

JX-32B オープン価格＊

AV＆ゲームセレクター

リアパネル リアパネル

＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

D端子の端子の入力端子数です。

セレクター SELECTOR
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リモートコントローラー機能及び仕様一覧表

■地上デジタルテレビ、HDD内蔵ブルーレイディスクレコーダー、HDD内蔵DVDレコーダー、 
スカパー！、ケーブルテレビのホームターミナルまたはデジタルSTBの主な操作に対応。

■操作したい機器のリモコン信号をすべての操作ボタンに記憶可能※1。
 （最大220ボタン※2）

■地上デジタルテレビの主な操作に対応。
■よく使う「番組表」や「ホーム（メニュー）」ボタンを大きく見やすく押しやすくレイアウト。

■見やすい文字、押しやすい大型ボタンで簡単操作 。
■手にフィットするグリップ形状&ウェーブデザイン。
■電池の消耗をブザーで知らせる、ローバッテリーインフォメーション機能搭載 。

■地上デジタルテレビ、HDD内蔵ブルーレイディスクレコーダー、HDD内蔵DVDレコーダー、
スカパー！、ケーブルテレビのホームターミナルまたはデジタルSTBの主な操作に対応。

■よく使う「番組表」や「ホーム（メニュー ）」ボタンを大きく見やすく押しやすくレイアウト。※1：機器選択および機能ボタンを除きます。赤外線方式のリモコンに限ります。 ※2：記憶するリモコン信号によっては、少なくなる場合があります。

たくさんのリモコン信号を記憶できる。 ブルーレイディスクレコーダーも操作可能。

選べる5つのカラーバリエーション。 見やすくて使いやすい“でかボタンリモコン”。

-S（シルバー）

-BW�（ブラックホワイト）
-BY�

（ブラックイエロー）
-S

（シルバー）
-W�A�

（ホワイトブルー）
-W�P�

（ホワイトピンク）

-W�（ホワイト）-B（ブラック）

-B（ブラック）-S（シルバー）-W�（ホワイト）

RM-A625★

リモートコントローラー

オープン価格＊

ダイレクト放送選択

ボタンタッチ音

番組表ボタン リンク対応  3Dボタン

メーカー設定バックアップ

ローバッテリーインフォメーション

操作可能
台数

4台

操作可能
台数

1台

操作可能
台数

3台

操作可能
台数

1台

RM-A633
リモートコントローラー

オープン価格＊

ボタンタッチ音

番組表ボタンローバッテリーインフォメーション

RM-A533
リモートコントローラー

オープン価格＊

ボタンタッチ音 番組表ボタンメーカー設定バックアップ ローバッテリーインフォメーション

機器設定例

テレビ
HDD内蔵
ブルーレイ
レコーダー

HDD内蔵
DVD

レコーダー

ケーブルテレビの

ホーム
ターミナル

＋ ＋ ＋

機器設定例

テレビ
HDD内蔵
ブルーレイ
レコーダー

＋ ＋
ケーブルテレビの

ホーム
ターミナル

ケーブルテレビの

デジタル
STB

または

テレビ テレビ

※3：テレビ（必須）を含みます。 ※4：使用する機器や部屋の条件により距離が変わります。 ※5：使用頻度により変わります。　＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
★の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。

ダイレクト放送選択

地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルの
放送切換がダイレクトにできます。

番組表ボタン

電子番組表の録画予約や閲覧ができます。

メーカー設定バックアップ

電池を外してもメーカー設定をバックアップしま
す。（RM-A225は約30分間のバックアップになります。）

リンク対応

各社リンク機能に対応できます。

ボタンタッチ音

操作を音で確認できます。ボタンタッチ音は消す
こともできます。

3Dボタン

2D/3Dのコンテンツ切換えや3D映像への変換操作時に使用できます。

ローバッテリー
インフォメーション（警 告 音）

電池寿命をブザーで知らせます。リモコンの
機能説明

操作機器数※3

対応機器

動作

距離※4

電池持続

時間※5

電　源

ノーマルモード

地上デジタルチューナー

DVDプレーヤー/
HDD内蔵DVDレコーダー

地上デジタルテレビ

ビデオ

ローパワーモード

ノーマルモード

ローパワーモード

外形寸法

質量（付属電池含む）
付属品（動作確認用）

1台

○

一

一

一

一

一

一

約36ヶ月
（アルカリ乾電池使用時）

（幅）66mm×（高さ）150mm×
（厚さ）31mm
約130g

単3乾電池×2

単3乾電池×2

約7m
（正面軸上。条件により約4m～8m）

RM-A225

一
ホームターミナル/デジタルSTB

（ケーブルテレビ用）
ブルーレイディスクプレーヤー/

HDD内蔵
ブルーレイディスクレコーダー

最大3台

○

○

○

○

約12ヶ月
（アルカリ乾電池使用時）

（幅）56mm×（高さ）200mm×
（厚さ）29mm

一

約155g

単3乾電池×2

単3乾電池×2

約7m
（正面軸上。条件により約4m～8m）

一

RM-A633

○

○

1台

○

一

一

一

一

約12ヶ月
（アルカリ乾電池使用時）

一

（幅）56mm×（高さ）200mm×
（厚さ）29mm
約155g

単3乾電池×2

単3乾電池×2

約7m
（正面軸上。条件により約4m～8m）

一

RM-A533

一

最大4台

○

○

○

○

○

○

約6ヶ月
（アルカリ乾電池使用時）

約12ヶ月
（アルカリ乾電池使用時）

約200g

単3乾電池×2

単3乾電池×2

約7m
（正面軸上。条件により約4m～8m）

約4m
（正面軸上。条件により約2m～5m）

RM-A625

（幅）69mm×（高さ）240mm×
（厚さ）32mm

デジタルCSチューナー
（スカパー  ）！

RM-A225
リモートコントローラー

オープン価格＊

メーカー設定バックアップ ローバッテリーインフォメーションボタンタッチ音

メーカー設定バックアップ

REMOTE CONTROLLER リモコン
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適用メーカー 一覧表 　赤外線リモコン付の機器に限ります。　 ※下記一覧表に該当する機器でも操作できない機器もあります（一部機器のみ操作できない機器もあります）。（製造年は目安です。）

●地上デジタルチューナーの搭載されていないテレビ（アナログテレビ、
BSデジタルテレビ、BS・110度CSデジタルテレビ）には、対応してい
ません。
●左記一覧表に該当するテレビでも、操作できないものもあります。
（一部機能のみ操作できないものもあります。）
●パソコン、パソコン用モニター（テレビチューナー付含む）、ビデオや
DVD、HDD、ブルーレイディスクなどとの一体型テレビ、赤外線式では
ない（電波式など）リモコンを使用したものには、対応していません。
●メニューやEPG（電子番組表）、テレビ／ラジオ／データの切換、
データ放送、3桁チャンネルの入力、チャンネル設定の操作はできません。
※本機は2011年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに
開発しており、それ以降に発売された機器については操作できない場
合があります。 
※本機は日本国内で販売された機器のみに対応します。

●各社のリンク機能の名称は、各社の商標または登録商標です。
●リンク機能搭載機種およびリンク操作設定方法については各社にご確認ください。

【 RM-A625 】

パナソニック、東芝、NEC、パイオニア、日立、富士通、
マスプロ、愛知電子、住友電工、サイエンティフィック・
アトランタ（SA）、Bn・mux

パナソニック、NEC、パイオニア、マスプロ、
サイエンティフィック・アトランタ（SA）

ケーブルテレビのホームターミナル ケーブルテレビのデジタルSTB（セットトップボックス）

●地上デジタルチューナーの搭載されていないテレビ（アナログテレビ、BSデジタルテレビ、BS・110度CSデジタルテレビ）には、対応していません。●上記一覧表に該当する機器でも、操作できない機器や一部操作でき
ない機能があります。その場合、記憶させてご使用ください。 ☆ビデオは、再生系と外部入力録画の操作のみできます。☆ブルーレイディスクとDVDのダイレクト選局（一部）や編集・ダビング・テンキー操作はできません。
●一部の機器のリモコンで、電波式など方式の違いによりリモコン信号を記憶できないものもあります。 ●一部のAVアンプなどに付属する双方向リモコンや特殊な信号は、記憶しても正しく動作しません。●EPG
（電子番組表）録画予約は、録画機器がEPG録画予約機能搭載機種にのみ対応します。 ●次の機器には、対応していません。【パソコン、パソコン用モニター（テレビチューナー付含む）、ビデオ一体型テレビ、ブルーレイ
ディスク内蔵テレビ、DVD内蔵テレビ、DVDシアターシステム、DVD内蔵レシーバー、DVDコンポ、ポータブルDVDプレーヤー、ポータブルブルーレイディスクプレーヤー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、ビデオ
一体型DVDレコーダー、HDDレコーダー、HDD内蔵ビデオ、HDD内蔵DVDプレーヤー、HD DVDプレーヤー、HDD内蔵HD DVDレコーダー、赤外線式ではない（電波式など）リモコンを使用した機器。 】
※本機は2011年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については、操作できない場合があります。 ※本機は日本国内で販売された機器のみに対応します。

【 RM-A633 】

パナソニック、東芝、NEC、パイオニア、日立、富士通、
マスプロ、愛知電子、住友電工、サイエンティフィック・
アトランタ（SA）、Bn・mux

パナソニック、NEC、パイオニア、マスプロ、
サイエンティフィック・アトランタ（SA）

ケーブルテレビのホームターミナル ケーブルテレビのデジタルSTB（セットトップボックス）

●地上デジタルチューナーの搭載されていないテレビ（アナログテレビ、BSデジタルテレビ、BS・110度CSデジタルテレビ）には、対応していません。●上記一覧表に該当する機器でも、操作できない機器や一部操作できない機能があります。☆ビデオは、再生系と外部入力録画の操作
のみできます。☆ブルーレイディスクとDVDのダイレクト選局（一部）や編集・ダビング・テンキー操作はできません。●EPG（電子番組表）録画予約は、録画機器がEPG録画予約機能搭載機種にのみ対応します。 ●次の機器には、対応していません。【パソコン、パソコン用モニター（テレ
ビチューナー付含む）、ビデオ一体型テレビ、ブルーレイディスク内蔵テレビ、DVD内蔵テレビ、DVDシアターシステム、DVD内蔵レシーバー、DVDコンポ、ポータブルDVDプレーヤー、ポータブルブルーレイディスクプレーヤー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDレコーダー、
HDDレコーダー、HDD内蔵ビデオ、HDD内蔵DVDプレーヤー、HD DVDプレーヤー、HDD内蔵HD DVDレコーダー、赤外線式ではない（電波式など）リモコンを使用した機器。 】
※本機は2014年2月（RM-A623は2011年1月）までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については、操作できない場合があります。 ※本機は日本国内で販売された機器のみに対応します。

【 RM-A533 】 【 RM-A225 】
●地上デジタルチューナーの搭載されていないテレビ（アナログテレビ、
BSデジタルテレビ、BS・110度CSデジタルテレビ）には、対応してい
ません。
●左記一覧表に該当するテレビでも、操作できないものや一部操作で
きない機能があります。
●下記の機器には、対応していません。
パソコン、パソコン用モニター（テレビチューナー付含む）、ビデオ一体型
テレビ、ブルーレイディスク内蔵テレビ、DVD内蔵テレビ、赤外線式では
ない（電波式など）リモコンを使用した機器。 
※本機は2014年2月（RM-A523は2011年1月）までに発売された機
器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器に
ついては、操作できない場合があります。
※本機は日本国内で販売された機器のみに対応します。

地上デジタル
テレビ

HDD内蔵
地上デジタルテレビ

ビデオ
地上

デジタルチューナー

‘04年～ 対象外 ‘85年～ 対象外 対象外
‘04年～ 対象外 ‘86年～ ‘03年～ ‘99年～

‘04年～ 対象外 ‘87年～ ‘03年～ ‘96年～

‘04年～ ‘10年～ ‘86年～ ‘00年～ ‘96年～
‘04年～ 対象外 対象外 対象外 対象外
‘04年～ ‘10年～ ‘86年～ ‘00年～ 対象外
‘07年～ 対象外 ‘87年～ ‘04年～ 対象外
‘04年～ ‘10年～ ‘93年～ ‘00年～ ‘96年～
‘04年～ 対象外 ‘88年～ 対象外 対象外
‘10年～ 対象外 対象外 対象外 対象外
対象外 対象外 対象外 ‘09年～ 対象外
対象外 対象外 ‘03年～ 対象外 ‘03年～
対象外 対象外 対象外 対象外 ‘03年～
対象外 対象外 対象外 対象外 ‘08年～

ビクター/ JVC＊1

サ ン ヨ ー
シ ャ ー プ
ソ ニ ー
東   芝
パ イ オ ニ ア
日   立
DXアンテナ/フナイ
パ ナ ソ ニ ック
三   菱
L 　  G
バ ッ フ ァ ロ ー
ア イ ワ
H U M A X
ス カ パ ー !

マーク付のモデル（HDD内蔵地上デジタルテレビは対象外）

ブルーレイディスク
プレーヤー

ブルーレイディスク
レコーダー

HDD内蔵 ビデオ一体型
ブルーレイディスク
レコーダー

HDD内蔵
ブルーレイディスク
レコーダー

‘09年～ 対象外 ‘09年～ ‘09年～
‘07年～ ‘07年～ ‘07年～ ‘08年～

対象外 対象外 ‘10年～ ‘10年～
対象外 対象外 ‘07年～ 対象外

‘07年～ 対象外 対象外 対象外
対象外 対象外 ‘10年～ ‘10年～
‘09年～ 対象外 ‘07年～ ‘08年～
対象外 対象外 ‘08年～ 対象外

ビクター/ JVC＊1

シ ャ ー プ
ソ ニ ー
東   芝
パ イ オ ニ ア
DXアンテナ/フナイ
パ ナ ソ ニ ック
三   菱

名称メーカー名
ビエラリンク
ファミリンク
ブラビアリンク

名称
レグザリンク
リアリン ク
KUROリンク

パナソニック
シャープ
ソニ ー

メーカー名
東　 芝
三　 菱
パイオニア

DVD
レコーダー

HDD内蔵
DVDレコーダー

DVD
プレーヤー

HDD内蔵
ビデオ一体型
DVDレコーダー

‘00年～＊2 ‘03年～ ‘04年～ ‘97年～
‘00年～＊2 ‘03年～ ‘04年～ ‘97年～

‘03年～＊2 ‘01年～ ‘04年～ ‘96年～
‘99年～＊2 ‘02年～ ‘05年～ ‘96年～
‘00年～＊2 ‘04年～ ‘05年～ ‘96年～
‘04年～＊2 対象外 ‘05年～ ‘00年～
‘00年～＊2 ‘01年～ ‘04年～ ‘96年～
‘01年～＊2 ‘02年～＊2 ‘05年～ ‘00年～
対象外 対象外 対象外 ‘00年～

ビクター/ JVC＊1

シ ャ ー プ
ソ ニ ー
東   芝
パ イ オ ニ ア
日   立
DXアンテナ/フナイ
パ ナ ソ ニ ック
三   菱
ア イ ワ

ビクター/ JVC＊1

シ ャ ー プ
ソ ニ ー
東   芝
パ イ オ ニ ア
DXアンテナ/フナイ
パ ナ ソ ニック
三   菱

ビクター/ JVC＊1

シ ャ ー プ
ソ ニ ー
東   芝
パ イ オ ニ ア
日   立
DXアンテナ/フナイ
パ ナ ソ ニック
三   菱
ア イ ワ

マーク付のモデル（DVDレコーダー＊2）

＊1 JVCはビクターのグローバルブランドです。＊2 のついているDVDレコーダーは、地上デジタル放送に対応していません。

地上デジタル
テレビ

HDD内蔵
地上デジタルテレビ

ビデオ
地上

デジタルチューナー

‘04年～ 対象外 ‘85年～ 対象外 対象外
‘04年～ 対象外 ‘86年～ ‘03年～ ‘99年～

‘04年～ 対象外 ‘87年～ ‘03年～ ‘96年～

‘04年～ ‘10年～ ‘86年～ ‘09年～ ‘96年～
‘04年～ 対象外 対象外 対象外 対象外
‘04年～ ‘10年～ ‘86年～ ‘03年～ 対象外
‘07年～ 対象外 ‘87年～ ‘04年～ 対象外
‘04年～ ‘10年～ ‘93年～ ‘03年～ ‘96年～
‘04年～ 対象外 ‘88年～ 対象外 対象外
‘10年～ 対象外 対象外 対象外 対象外
対象外 対象外 対象外 ‘09年～ 対象外
対象外 対象外 ‘03年～ 対象外 ‘03年～
対象外 対象外 対象外 対象外 ‘03年～
対象外 対象外 対象外 対象外 ‘08年～

マーク付のモデル（HDD内蔵地上デジタルテレビは対象外）

ブルーレイディスク
プレーヤー

ブルーレイディスク
レコーダー

HDD内蔵 ビデオ一体型
ブルーレイディスク
レコーダー

HDD内蔵
ブルーレイディスク
レコーダー

‘09年～ 対象外 ‘09年～ ‘09年～
‘07年～ ‘07年～ ‘07年～ ‘08年～

対象外 対象外 ‘10年～ ‘10年～
‘08年～ 対象外 ‘07年～ 対象外

‘07年～ 対象外 ‘08年～ 対象外
対象外 対象外 ‘10年～ ‘10年～
‘09年～ 対象外 ‘07年～ ‘08年～
対象外 対象外 ‘08年～ 対象外

DVD
レコーダー

HDD内蔵
DVDレコーダー

DVD
プレーヤー

HDD内蔵
ビデオ一体型
DVDレコーダー

‘00年～＊2 ‘03年～ ‘04年～ ‘97年～
‘00年～＊2 ‘03年～ ‘04年～ ‘97年～

‘03年～＊2 ‘01年～ ‘04年～ ‘96年～
‘99年～＊2 ‘02年～ ‘05年～ ‘96年～
‘00年～＊2 ‘04年～ ‘05年～ ‘96年～
‘04年～＊2 対象外 ‘05年～ ‘00年～
‘00年～＊2 ‘01年～ ‘04年～ ‘96年～
‘01年～＊2 ‘02年～＊2 ‘05年～ ‘00年～
対象外 対象外 対象外 ‘00年～

マーク付のモデル（DVDレコーダー＊2）

＊1 JVCはビクターのグローバルブランドです。＊2 のついているDVDレコーダーは、地上デジタル放送に対応していません。
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ビクター/ JVC＊1
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DXアンテナ/フナイ
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マーク付のモデル

＊1 JVCはビクターのグローバルブランドです。

地上デジタルテレビ

‘04年～
‘04年～

‘04年～

‘04年～
‘04年～
‘04年～
‘07年～
‘04年～

ビクター/ JVC＊1

サ ン ヨ ー
シ ャ ー プ
ソ ニ ー
東   芝
パ イ オ ニ ア
日   立
DXアンテナ/フナイ
パ ナ ソ ニ ッ ク
三   菱 ‘04年～

マーク付のモデル

＊1 JVCはビクターのグローバルブランドです。

ビクター/ JVC＊1

サ ン ヨ ー
シ ャ ー プ
ソ ニ ー
東   芝
パ イ オ ニ ア
日   立
DXアンテナ/フナイ
パ ナソ ニック
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バ ッ フ ァ ロ ー
ア イ ワ
H U M A X
ス カ パ ー !
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