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2009年 11月11日

ジェイド、ゼンハイザーコミュニケーションズ製 Bluetooth®ステレオヘッドセット

3機種を新発売

高音質での音楽再生／ハンズフリー通話に対応したネックバンド型モデル「MM 100」と、

ハイエンドユーザー向けの折りたたみ式プレミアムモデル 2種類「MM 400」「MM 450」

Bluetooth搭載の音楽ケータイやネットブックユーザーに最適

　ゼンハイザーコミュニケーションズ（本社：デンマーク）の国内販売代理店を務める株式会社ジェイド コー

ポレーション（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：内田　壮）は、高性能なワイヤレスステレオヘッド

セット「MM 100」「MM 400」「MM 450 TRAVEL」の３種類をリリースすることをお知らせします。11月

20日より全国の大手家電量販店やインターネット販売サイトで販売を開始します。

　ゼンハイザーコミュニケーションズ製「MM 100」「MM 400」「MM 450 TRAVEL」は、最新の音楽ケー

タイやスマートフォン、ネットブックその他のBluetooth搭載機器に対応したBluetoothステレオヘッドセッ

トです。ステレオ音楽通信を実現するA2DPプロファイルとハンズフリー通話を実現するHSP/HFPプロファ

イルをサポート。１つの Bluetooth機器に対し両方のプロファイルで接続できるのはもちろん、A2DP対

応機器とHSP/HFP対応携帯電話など２つの機器に対して別々のプロファイルで接続することも可能です。

　どの製品も高性能ヘッドフォンや業務用マイクの先進メーカーとしてプロオーディオ業界から長年支持さ

れ、世界中の音楽アーティストから愛され続ける「ゼンハイザー」ならではの音に対するこだわりを継承。

クリアな通話音質を実現する不可視型マイクを内蔵し、外観はヘッドフォンそのもので、マイクによって視

界が遮られることはありません。あらゆる種類の音楽で優れた音質をお楽しみいただけるだけでなく、携

帯電話の着信も逃しません。ボタン操作で着信応答／終話を行うことができ、音楽再生中に電話がかかっ

てきてもスムーズにハンズフリー通話に切り替えられます。

　「MM 100」は、軽量で装着の目立たないネックバンド型を採用。ナチュラルサウンド再生を特徴とする

オープン型音響デザインで、周囲の状況変化を察知しやすく快適な着け心地のため、ストリート・ウォーキ

ングやスポーツ中の利用に最適です。

　一方、「MM 400」「MM 450 TRAVEL」はコンパクトに折りたたみできるヘッドバンド型のプレミアムモ

デル。高音質で名高いゼンハイザーのハイファイ・ヘッドフォン製品ラインから採用されたスピーカードラ

イバーおよび技術を特徴とするクローズド型音響デザインで、リチャージャブルバッテリー部は交換可能な

構造を採用。また長時間使用にも耐える快適な装着感を高いレベルで実現しました。周囲に再生音が漏

れないため、航空機や電車等の乗物内を含めインドアでの利用に最適で、オーディオプレーヤーや機内エ

ンターテインメントに有線接続できるケーブルやアダプターも付属します。

　MMシリーズ最上位モデルの「MM 450 TRAVEL」には、NoiseGard2.0アクティブ・ノイズキャンセル

機能と TalkThrough機能を搭載。環境騒音の大部分を低減し、極めてクリアな音質で通話や音楽を楽
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しめるだけでなく、ヘッドセットを装着したままボタンひとつで会話を行うことが可能になります。

　ゼンハイザーコミュニケーションズの Bluetooth®ステレオヘッドセット商品群は、定評あるゼンハイザー

サウンドで iPhoneユーザーをはじめ、音楽愛好者の方に幅広く支持されています。ジェイドコーポレーショ

ンでは新製品の発売により、音楽ケータイユーザー用のプレミアムヘッドセットとして好評を博すものと期

待しています。

■ 「MM 100」商品詳細

メーカー： ゼンハイザーコミュニケーションズ（国内販売代理店：株式会社ジェイド コーポレーション）

商品名： MM 100

商品型番： MM 100J

標準価格： オープン（店頭予想は税込 20,000円前後）

JAN： 4560252262626

同梱品： MM 100本体、ACアダプター、USB充電ケーブル

保証期間： 2年間（消耗品部を除く）

発売予定： 2009年 11月 20日

［特徴］

・ ステレオ Bluetooth®機能により、ワイヤレスでハンズフリー通話やハイファイ・ステレオサウンド

再生が可能

・ ゼンハイザーの音響設計によるすばらしい音楽品質

・ オープン型音響により、ダイナミックレンジが広く、解像度の高いナチュラルなサウンドを実現

・ クリアな通話を実現する高性能不可視型マイクを内蔵

・ スポーツや移動時に理想的な、極めて軽量で目立たないネックバンド・スタイル

・ イヤーカップと一体化したデザインで操作性抜群のコントローラーを搭載

・ 耳がきつく圧迫されず、快適で安全な装着感のソフトタイプクッションを採用

・ 付属の USBケーブルまたは ACアダプターで充電可能

・ Bluetooth®搭載の携帯電話、ネットブック、MP3プレーヤー等に接続可能

・ 耐久性の高い厳選素材の使用による安心の 2年間保証

［仕様］

・ ヘッドフォン部

 再生周波数帯域：22 - 20,000Hz

 歪率：1kHzにて 0.2%未満

・ マイク部

 周波数特性：100 - 10,000Hz

 指向特性：無指向性

・ その他

 装着スタイル :スープラ・オーラル（耳上）装着、ネックバンド・スタイル

 イヤーカップ・スタイル :オープン型音響

 搭載技術 :Bluetooth® Version 2.0 + EDR / 対応プロファイル : A2DP + AVRCP + HSP + HFP

 通話時間 :約 9時間

 再生時間 :約 7.5時間
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 充電時間 :約 2.5時間

 待受時間 :最長約 220時間

 通信距離 :約 10m

 重量 :約 54g

■ 「MM 400」商品詳細

メーカー： ゼンハイザーコミュニケーションズ（国内販売代理店：株式会社ジェイド コーポレーション）

商品名： MM 400

商品型番： MM 400J

標準価格： オープン（店頭予想は税込 33,000円前後）

JAN： 4560252262633

同梱品： MM 400本体、ACアダプター、USB充電ケーブル、機内用アダプター (3.5mmダブルモノ・

アダプター )、3.5mmオーディオケーブル、キャリーケース

保証期間： 2年間（消耗品部を除く）

発売予定： 2009年 11月 20日

［特徴］

・ ステレオ Bluetooth®機能により、ワイヤレスでハンズフリー通話やハイファイ・ステレオサウンド

再生が可能

・ クリアな通話を実現する高性能不可視型マイクを内蔵

・ 3.5mmオーディオケーブルと機内用アダプターが付属

・ イヤーカップと一体化したデザインで直感的な操作が可能なコントローラーを搭載

・ ゼンハイザーの音響設計により優れたダイナミックレンジと高解像度とすばらしい低音を実現

・ 柔らかくフィットするイヤーパッド部のクッションを採用し、長時間の連続使用時にも快適で安全な

装着感を実現

・ 耐久性と持ち運びのしやすさを両立した、コンパクトに折りたためるヘッドバンド部

・ 付属の USBケーブル /ACアダプターでの充電や、スペアバッテリー (別売 )との交換が可能

・ Bluetooth®搭載の携帯電話、ネットブック、MP3プレーヤー等に接続可能

・ 耐久性の高い厳選素材の使用による安心の 2年間保証

［仕様］

・ ヘッドフォン部

 再生周波数帯域：15 - 20,000Hz

 歪率：1kHzにて 0.1%未満

・ マイク部

 周波数特性：100 - 10,000Hz

 指向特性：無指向性

・ その他

 装着スタイル :スープラ・オーラル（耳上）装着、ヘッドバンド・スタイル

 イヤーカップ・スタイル :密閉型音響

 搭載技術 :Bluetooth® Version 2.1 + EDR / 対応プロファイル : A2DP + AVRCP + HSP + HFP

 通話時間 :約 20時間

 再生時間 :約 10時間
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 充電時間 :約 3時間

 通信距離 :約 10m

 重量 :約 105g

■ 「MM 450」商品詳細

メーカー： ゼンハイザーコミュニケーションズ（国内販売代理店：株式会社ジェイド コーポレーション）

商品名： MM 450

商品型番： MM 450J

標準価格： オープン（店頭予想は税込 55,000円前後）

JAN： 4560252262640

同梱品： MM 450本体、ACアダプター、USB充電ケーブル、機内用アダプター (3.5mmダブルモノ・

アダプター）、6.35mmオーディオアダプター、3.5mmオーディオケーブル、キャリーケー

ス

保証期間： 2年間（消耗品部を除く）

発売予定： 2009年 11月 20日

［特徴］

・ 環境騒音の大部分を低減する NoiseGard2.0アクティブ・ノイズキャンセル機能を搭載

・ ヘッドセットを装着したまま会話を行うことができるトークスルー機能を搭載

・ ステレオ Bluetooth®機能により、ワイヤレスでハンズフリー通話やハイファイ・ステレオサウンド

再生が可能

・ クリアな通話を実現する高性能不可視型マイクを内蔵

・ 3.5mmオーディオケーブルと機内用アダプターが付属

・ イヤーカップと一体化したデザインで直感的な操作が可能なコントローラーを搭載

・ ゼンハイザーの音響設計により優れたダイナミックレンジと高解像度とすばらしい低音を実現

・ 柔らかくフィットするイヤーパッド部のクッションを採用し、長時間の連続使用時にも快適で安全な

装着感を実現

・ 耐久性と持ち運びのしやすさを両立した、コンパクトに折りたためるヘッドバンド部

・ 付属の USBケーブル /ACアダプターでの充電や、スペアバッテリー (別売 )との交換が可能

・ Bluetooth®搭載の携帯電話、ネットブック、MP3プレーヤー等に接続可能

・ 耐久性の高い厳選素材の使用による安心の 2年間保証

［仕様］

・ ヘッドフォン部

 再生周波数帯域：15 - 20,000Hz

 歪率：1kHzにて 0.1%未満

・ マイク部

 周波数特性：100 - 10,000Hz

 指向特性：無指向性

・ その他

 装着スタイル :スープラ・オーラル（耳上）装着、ヘッドバンド・スタイル

 イヤーカップ・スタイル :密閉型音響

 搭載技術 :Bluetooth® Version 2.1 + EDR / 対応プロファイル : A2DP + AVRCP + HSP + HFP
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 通話時間 :約 20時間

 再生時間 :約 10時間 (NoiseGard不使用時 )/約 8時間 (NoiseGard使用時 )

 充電時間 :約 3時間

 通信距離 :約 10m

 重量 :約 105g

■ ゼンハイザーコミュニケーションズについて

　ゼンハイザーコミュニケーションズ社は、徹底的に「音」にこだわり続ける2社、ゼンハイザーエレクトロニッ

ク社（ドイツ）とウィリアムデマント社（デンマーク）のジョイント・ベンチャーで誕生したメーカーです。

　ゼンハイザーエレクトロニック社は 60年以上に渡りプロの要求に応える電気音響製品を開発。放送／

音楽業界から支持されるマイクを提供し続けるほか、世界で初めてオープンエア型ヘッドホンを発売するな

ど、高性能ヘッドホン／マイクのトップブランドとして揺るぎない地位を築いています。

　一方、ウィリアムデマント社は90年以上に渡り最先端技術の超小型コミュニケーション製品を製造販売。

マイクロエレクトロニクスおよびマイクロメカニクス分野における革新的な技術と製造ノウハウを持ち、そ

の傘下には人工知能搭載補聴器で世界中に知られる「オーティコン」社などがあります。

　高音質サウンドを追求してきた会社とヒューマン・コミュニケーション分野を開拓し耳への安全性を知り

尽くした会社が、それぞれの技術を結集して作り上げたのがゼンハイザーコミュニケーションズのヘッドセッ

ト製品群です。

■ 本リリースの詳細に関するお問い合わせ先

株式会社ジェイド コーポレーション　東京オフィス：内田、坂本、中野

　TEL：03-5919-1251　FAX：03-5919-1252　MAIL：sales@senncom.jp

◎ レビュー掲載用商品のお貸し出しおよびデジタル画像データのご提供につきましてもお問い合わせ

ください。

◎ 製品の詳細、対応機種拡大の情報につきましては下記WEBページでご覧いただけます。

　［MM 100］ http://www.senncom.jp/mm100/

　［MM 400］ http://www.senncom.jp/mm400/

　［MM 450 TRAVEL］ http://www.senncom.jp/mm450/
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■ 商品外観

「MM 100」本体

「MM 400」本体     「MM 450」本体


