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 ASTON MICROPHONES 

 Aston Origin 
 オープン・プライス（市場予想価格／33,000円前後） 

　英国のブランドASTON MICROPHONESが
手掛けるコンデンサー・マイクAston Origin。
特徴的な波形メッシュ・ヘッドの中に厳選され
たカプセルを搭載し、高品位なサウンドを実現
している。ボディは優れた堅牢性を誇るタンブ
ル加工が施されている。メッシュ・ヘッド部は、
ポップ・フィルターの機能も兼ねているので、
セッティングの手間を軽減してくれるのも特徴
だ。また、スタンド・アダプターを内蔵し、マイ
ク・スタンドにそのままセッティング可能となっ
ている。指向特性は単一指向性で、ボーカルは
もちろん、アコースティック・ギターやドラムな
ど、幅広い楽器のレコーディングに対応する。

 マイク   ローランド お客様相談センター 
 050-3101-2555 
 www.roland.co.jp 

 AKG 

 C314 / P420 
 オープン・プライス（市場予想価格／C314：65,800円前後、P420：24,000円前後） 

　C314は、プロのスタジオでも活躍する上位
モデルC414 XLSと同一のダイアフラムを備
え、微妙なニュアンスの集音にも優れるコンデ
ンサー・マイク。2枚のダイアフラムを近接して
平行に配置した構成により、近接効果の影響を
最小限に抑制し、全帯域でクリアな音質を実現。
指向特性は4種類から選択可能だ。一方、P420
は、1インチの大口径ダイアフラムを搭載したコ
ンデンサー・マイク。優れたコスト・パフォーマ
ンスを実現しながらも、さまざまな音源をあり
のままに集音可能なのが特徴。-31dBの高感度
で、繊細な余韻や微細なニュアンスも再現する。
指向特性は3種類から選択できる。

 マイク   ヒビノプロオーディオセールス Div. 
 03-5783-3110 
 http://proaudiosales.hibino.co.jp 

▲C314 ▲P420
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AUDIO-TECHNICA

AE4100 / AE6100 / ATM98
オープン・プライス（市場予想価格／AE4100：18,000円前後、AE6100：18,000円前後、ATM98：25,000円）

マイク

AUDIO-TECHNICAのダイナミック・マイクより 
人気の高い3つのモデルを紹介

　AUDIO-TECHNICAの豊富なマイク・ライ
ンナップの中から、ダイナミック型のモデル
を3機種紹介しよう。
　AE4100は、感度の高いユニットを搭載
し、ボーカルから楽器収音まで幅広く使用で
きるモデル。マイク正面の音をとらえる単
一指向性を持ち、音の回り込みを抑えること
で高いハウリング耐性を実現。硬化スチー
ル製アウター・グリル、ファイン・スチール製
メッシュ、オープン・セル・フォームの3層構
造からなるヘッド・ケースを採用すること
で、高域特性を劣化させることなくポップ・
ノイズなどをシャットアウトしている。

AE6100は“ボーカル専用”を謳うモデル。
単一指向性よりも指向性を狭めたハイパー・
カーディオイド特性を持ち、ハウリングへの
耐性をさらに高めている。こちらも3層構造
のヘッド・ケースを採用。ともにダイキャス
ト・ボディのタフな作りとなっている。
　ATM98は、ライブ・ステージ専用に設計
されたボーカル・マイク。アルニコ磁石の安
定した磁気特性を持ち、過酷なモニター環境
下でも圧倒的なハウリング・マージンを確
保。ハンドリング・ノイズを抑える機構も搭
載している。ボディはもちろんダイキャスト
製で、ハードな使用にも耐え得る。

 オーディオテクニカ お客様相談窓口
0120-773-417
www.audio-technica.co.jp

▲AE4100 ▲AE6100 ▲ATM98
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AUDIO-TECHNICA

AT2020USBi / AT2020 / AT2035 / AT2050
オープン・プライス（ 市場予想価格／AT2020USBi：19,800円前後、AT2020：9,800円前後、AT2035：14,800円前後、

AT2050：22,800円前後）

マイク

コンデンサー・マイクAT20シリーズより 
個性的なラインナップをピックアップ

　AUDIO-TECHNICAのコンデンサー・マイ
クAT20シリーズから4つのモデルを紹介。
　AT2020USBi は、ADコンバーターを内
蔵し、Mac、PC、iOSデバイスにプラグ＆プレ
イで接続し、24ビット／96kHzのデジタル・
レコーディングを可能にするモデル。単一
指向性を持ち、マイク・ゲイン・コントロー
ラーで入力レベルを調整可能となっている。
ポッド・キャスティングからホーム・スタジ
オでの使用、フィールド・レコーディング、ナ
レーション使用までをカバーするフラットで
幅広い周波数特性も特徴だ。ベース・モデル
であるAT2020は、コスト・パフォーマンス

に優れたエントリー・クラスながらスタジ
オ・クオリティを実現したとして高い人気を
誇っている。
　AT2035 は、振動板の表面にハニカム形
状の凹凸を付けることで高感度、高S/Nを実
現したダブル・ウェーブ・ダイアフラムを搭
載。単一指向性を持ち、レコーディングから
ライブまで幅広く対応する。AT2050にもダ
ブル・ウェーブ・ダイアフラムを搭載。他の
モデルがバック・エレクトレット型なのに対
し、こちらはDCバイアス型で、指向性も、全
指向性、単一指向性、双指向性をスイッチで
切り替えられるのが特徴だ。

 オーディオテクニカ お客様相談窓口
0120-773-417
www.audio-technica.co.jp

▲AT2020USBi ▲AT2035▲AT2020 ▲AT2050
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AUDIO-TECHNICA

AT4040 / AT4050 / AE3300 / AE5400
オープン・プライス（ 市場予想価格／AT4040：29,800円前後、AT4050：69,800円前後、AE3300：27,800円前後、

AE5400：37,800円前後）

マイク

コンデンサー型の上位モデルから 
オススメの4機種をチョイス

　AT4040は、カーディオイド型の指向性を
持つ、サイド・アドレス型コンデンサー・マイ
ク。1インチ大口径ダイアフラムを搭載し、ス
ムーズで自然な音響特性を確保。トランス
レス回路が低域の歪み低減に一役買ってい
る。高い安定度と最適な感度を実現する、
ニッケルめっきの真鍮製バッフルも特徴だ。
一方AT4050 は、無指向性、単一指向性、双
指向性の3つの指向性に切り換え可能なサ
イド・アドレス型コンデンサー・マイク。デュ
アル・ダイアフラム・ユニット設計により、設
定した指向性を周波数全域で確実に維持し
てくれる。また、2ミクロン金蒸着膜を採用

したダイアフラムに、5段階のエージング・
プロセスを通すことにより、長年使用しても
最適化された状態を維持してくれる。
　AE3300は、単一指向性によるハウリング
への強さが特徴のボーカル用ハンドヘルド
型コンデンサー・マイク。フラットな周波数
特性が特徴で、硬化スチール製アウター・グ
リル、ファイン・スチール製メッシュ、オープ
ン・セル・フォームの3層構造ヘッド・ケース
でポップ・ノイズを低減している。AE5400
はボーカル用ハンドヘルド型コンデンサー・
マイクのフラッグシップ。高域から低域ま
で高い明瞭度と自然なサウンドを誇る。

 オーディオテクニカ お客様相談窓口
0120-773-417
www.audio-technica.co.jp

▲AT4040 ▲AE3300▲AT4050 ▲AE5400
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 BLUE 

 Spark SL 
オープン・プライス（市場予想価格／19,800円前後） 

　高品位なマイクで知られるブランドBLUEの
ラインナップの中で、ホーム・スタジオ向けに作
られているコンデンサー・マイクSpark SL。
100Hzのハイパス・フィルターと20dBの減衰
パッドによってボーカルやギター、ドラム、ピア
ノなどをディテールまで鮮やかにとらえる力を
備えている。同社独自のカスタムであるJFET
デザインにより、カプセル内のバック・プレート
の電流を均一するため常に安定した透明なサウ
ンドを生成可能となっており、また、音質をピュ
アに維持するクラスAディスクリート回路によ
り、細部まで正確かつニュアンス豊かに再現し
てくれる。

 マイク   エムアイセブンジャパン 
 www.mi7.co.jp/blue 

 LEWITT 

 LCT240 Pro 
 18,333円 

　2010年に産声を上げた若いマイク・ブラン
ドLEWITT。個性的なラインナップの中から
LCT240 Proを紹介しよう。同機は、コスト・パ
フォーマンスに優れた単一指向性のコンデン
サー・マイク。リーズナブルだがプロ・ユースと
位置付けられている。汎用性を高め、ボーカル
からアコースティック楽器、アンプ、ドラムまで
マルチに使用可能な設計が施されており、細か
なニュアンスまで逃さない透明なサウンドを備
えている。142dB SPLという高耐音圧も特徴
の1つと言えるだろう。ボディ・カラーはブラッ
クとホワイトの2色を用意。グリーンの特徴的
なロゴもクールな印象を与える。

 マイク   メディア・インテグレーション 
 03-3477-1493 
 www.minet.jp 
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SE ELECTRONICS

X1S Studio Bundle
37,000円

　同社のベストセラー・モデルであるX1を電
子回路から再設計／ブラッシュアップし、クラ
ス最高峰のダイナミック・レンジを実現したコ
ンデンサー・マイクロフォン、X1S。80Hzと
160Hzから選択可能のローカット／フィル
ターを装備し、美しいメタル・シャーシと職人に
よるハンド・メイドのカプセルが特徴のモデ 
ルだ。こちらのバンドルは、X1S本体に加え、
ショック・マウント、金属製のポップ・シールド、
不要な反響を軽減するためのリフレクション・
フィルター、3mのマイク・ケーブルをパッケー
ジしたもの。ボーカル・レコーディングに必要
な装備が一度にそろう。

マイク  フックアップ
03-6240-1213
http://hookup.co.jp

SE ELECTRONICS

V7
13,800円

　世界中のプロが認めたマイクロフォンをリ
リースしている同社のダイナミック・マイク、
V7。シャーシは亜鉛合金、メッシュ・グリル部
は鉄と、すべて金属で仕上げられた本機は、ス
テージにおいて酷使された状況にも耐えうる堅
牢性を持ち合わせている。また、カスタム開発
のDMC7カプセルは、スーパー・カーディオイ
ドの特性を持ち、ボーカルや楽器を鮮明かつリ
アルにとらえることを可能にしている。特許取
得済みの内蔵ショック・マウントによりハンド
リング・ノイズを極限まで抑え、内部ウィンド・
スクリーンがポップ・ノイズを軽減。その高い
信頼性こそが最大の魅力と言えるだろう。

マイク  フックアップ
03-6240-1213
http://hookup.co.jp
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 SHURE 

 PGA58 / SM57 / SM58 / PGA27 
 オープン・プライス（ 市場予想価格／PGA58：7,800円前後、SM57：11,800円前後、SM58：12,800円前後、

PGA27：23,800円前後） 

 マイク 

積み重ねた歴史が高い品質を保証する
安心のSHUREクオリティ

　PGA58は、ボーカル、スピーチの用途に最
適なカーディオイド・ダイナミック・ボーカ
ル・マイク。定番のSHUREデザインと構造
で、過酷な環境でも比類ないパフォーマンス
を発揮する。また、耐久性が向上された埋め
込み形オン／オフ・スイッチで、ステージ上
での切り替えも自在だ。SM57は、ドラムや
エレキギター、パーカッションなどの用途に
最適。楽器録音用にチューニングされた各
特性により、プロ品質の再現力を提供する。
ボーカル用としても高い支持を得ている。
SM58は、あらゆる側面をボーカル用途に
チューニングした、プロ仕様の単一指向性

ボーカル・マイク。高性能な球形フィルター
により、風や息によるポップ・ノイズを最小
限に抑える。クラブDJやライブ・シーンで
もよく活用されている。そしてPGA27は、
大口径ダイアフラムによる広いダイナミッ
ク・レンジで、オールマイティに活躍する
カーディオイド・コンデンサー・マイク。耐
久性の高いデザインと構造を備え、音圧レベ
ルが高い場合にも対応可能。レコーディン
グとライブ・パフォーマンスの両方の用途
で、アコースティック、アンプ、ボーカルまで
幅広く活躍し、クリアな高域と重厚な低域を
明瞭かつ高品質な音で再現できる。

  完実電気 
 050-3388-6838 
 http://kanjitsu.com 

▲PGA58 ▲SM57 ▲SM58 ▲PGA27
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 FLUID AUDIO 

 F4 
 オープン・プライス（市場予想価格／20,000円前後） 

　F4は、コンパクトながらクラスAB級15W×
2出力のアンプを搭載したモニター・スピー
カー。4インチのペーパー・コーン・ウーファー
がダイナミックな低音を再生し、1インチのシル
ク・ドーム・ツイーターがフラットなレスポンス
と音の広がりを提供する。TRSフォーン（バラ
ンス／アンバランス）、RCA（アンバランス）と
豊富な入力端子を備え、フロントのミニ・ジャッ
クにはスマートフォンやタブレットも接続可
能。フェーダー型のボリューム・コントローラー
も特徴的だ。カラー・バリエーションは2色。
室内のインテリアに合わせてブラックとホワイ
トからチョイス可能。

 モニター・スピーカー   ローランド お客様相談センター 
 050-3101-2555 
 www.roland.co.jp 

 EVE AUDIO 

 SC203 
 64,630円（ペア） 

　SC203は、コンパクトさとパワーの両立を最
新技術で実現したデスクトップ・パワード・モニ
ター。低域を正確に再生するため駆動範囲の大
きい1インチのボイス・コイルを装備した3イ
ンチ・ウーファーを採用、ツイーターには
µA.M.Tと呼ばれる明瞭度の高いものを搭載し、
それぞれ専用のアンプで駆動する。DSP回路を
内蔵し、ノブを兼ねたボタンを押すだけで、ユー
ザーの作業環境に合わせて、ボリュームの調整、
バランス、ハイシェルフ、ローシェルフ、LEDの
明るさ、入力の選択、スピーカーの設置場所に合
わせたEQ設定（フラット、デスク、コンソール）
が行える。

 モニター・スピーカー   メディア・インテグレーション 
 03-3477-1493 
 www.minet.jp 
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 GENELEC 

 8010A 
 オープン・プライス（市場予想価格／ダーク・グレー：38,000円前後＜1本＞、ホワイト：40,000円前後＜1本＞） 

　プロフェッショナル向けモニター・スピー
カー、8000シリーズの最小モデル。高効率D
クラス・アンプの採用によって、HF＝25W、LF
＝25Wとパワフル。入力コネクターはXLRバ
ランス端子を備える。設置場所によって調整で
きるよう、ルーム音響補正用トーン・コントロー
ル・スイッチを搭載。また、リア・パネルにマウ
ント用のネジ穴が、底面にはスタンド固定用の
ネジ穴が 用意されている。3インチのウー
ファーはサイズに比して十分な高出力を誇る
が、さらにしっかりとした低域でモニタリングし
たい場合は、サブウーファー7040Aとの組み合
わせもオススメだ。

 モニター・スピーカー   ジェネレックジャパン 
 03-6441-0591 
 www.genelec.jp 

 IK MULTIMEDIA 

 iLoud Micro Monitor 
 オープン・プライス（市場予想価格／37,000円前後） 

　iLoud Micro Monitorは、カスタム・メイド
の複合素材による3インチ・ウーファー、3/4イ
ンチのシルク・ドーム・ツイーターが搭載され、
4基の高能率クラスDアンプによって合計
50W RMSという余裕のあるパワーを生み出す
世界最小クラスのリファレンス・モニター・シス
テム。机上に設置した際の反射音を補正する
Desktopモードや、マイク・スタンドに取り付け
可能なねじ穴など、設置場所を選ばない工夫の
数々も魅力だ。入出力端子としてRCAピン入
力と1/8インチ・ステレオ・ミニ端子を装備して
いるほか、日常のリスニング用にBluetoothに
も対応する。

 モニター・スピーカー   IK Multimedia Asia 
 www.ikmultimedia.com 



077Sound & Recording | for Beginners 2018 |

S
e

c
tio

n
 3

PRIMACOUSTIC

London Room Kit
29,500円〜

　スタジオのみならず、一般家庭の音響特性を
変えるのにも最適の吸音パネル・シートが登場。
部屋の大きさや形に合わせたパッケージ構成で
発売されており、必要なパネルや取り付け金具
を無駄なく選ぶことができる。吸音素材には、
100Hzまで低音を吸収する高密度（96kg/㎥）
のグラス・ウールとそれを樹脂硬化されたもの
を用意。グラス・ウールが飛び散らないように
マイクロ・メッシュで覆い、それを音響的にクリ
アなポリエステル・ツイードで仕上げており、少
ないパネル数で確実な吸音を可能にしている。
カラーは、ブラック／グレー／ベージュからセ
レクトできる。

吸音パネル・セット  エレクトリ
03-3530-6181
www.electori.co.jp

JBL PROFESSIONAL

LSR305
オープン・プライス（市場予想価格／16,000円前後＜1本＞）

　LSR305は、新開発のイメージ・コントロー
ル・ウェーブ・ガイドを搭載し、音像の再現と細
部の描写能力を高めたパワード・スタジオ・モニ
ター。リスニング・ポイントが広く、スピーカー
の軸外でも音質やバランスをとらえることがで
きるので、モニター位置にあまり神経質になら
なくてもOK。低域も5インチのサイズからは
想像できないほど豊かだ。高域と低域それぞれ
に、レベルを±2dB変更するTRIMスイッチを
搭載。設置環境や音源に応じて周波数特性を
変更できる。独自のLSR設計により設置する
部屋の形状や容積が異なっても正確なモニター
が可能となっている。

モニター・スピーカー  ヒビノプロオーディオセールス Div.
03-5783-3110
http://proaudiosales.hibino.co.jp
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PIONEER DJ

RM-05 / RM-07
オープン・プライス（市場予想価格／RM-05：67,000円前後、RM-07：82,000円前後）

　RMシリーズは、高解像度の音源を正確にモ
ニタリングできるプロフェッショナル用アク
ティブ・スタジオ・モニターだ。現代の楽曲制作
環境に合わせて新開発された、点音源同軸ドラ
イバーと高解像度50kHzツイーターを搭載、さ
らに高剛性アルミ・ダイキャスト筐体を採用す
ることで、ニア・フィールド環境においても正確
に音と音像定位を確認することが可能となって
いる。ラインナップは2つ。RM-05は5インチ、
RM-07は6.5インチのアラミド繊維ウーファー
を採用し、共に合計100Wの高出力アンプを搭
載している。入力端子はXLRとRCAピンを装
備。

モニター・スピーカー  PIONEER DJサポートセンター
0120-545-676
www.pioneerdj.com/ ja-jp

▲RM-05 ▲RM-07

PIONEER DJ

DM-40BT
オープン・プライス（市場予想価格／22,037円前後）

　DM-40BTは、Bluetooth機能を搭載した4
インチ・パワード・スピーカー。スマートフォン
やタブレットからの楽曲再生を手軽に行えるだ
けでなく、モニター・スピーカーとして求められ
る高音質も実現している。低域をダイレクトに
伝達し、壁などの反射の影響を受けにくいフロ
ント・バスレフ方式を採用し、バスレフ・ダクト
の開口部にはS-DJXシリーズに搭載されてい
るGroove技術を用いることで力強いキックが
得られる。また、指向性改善技術DECOにより
広いスイート・スポットを実現。コンパクトな
がら豊かな低音とクリアな音質の両立が果たさ
れている。

モニター・スピーカー  PIONEER DJサポートセンター
0120-545-676
www.pioneerdj.com/ ja-jp
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 ROLAND 

 MA-22BT 
 オープン・プライス（市場予想価格／25,000円前後） 

　MA-22BTは、Bluetoothのワイアレス接続
に対応したコンパクトなモニター・スピーカー。
デスクトップ設置に最適なサイズながら、20W
＋20Wの出力で豊かなサウンドを届けてくれ
る。エンクロージャー形式は2ウェイ・バスレ
フ型。2cmのツイーターと8cmのウーファーを
搭載している。再生周波数は80Hz〜20kHz

（-10dB）。ボリュームやEQのツマミ、ヘッド
フォン・アウトをフロント・パネルに集約し、使
い勝手の良さを実現している。スマートフォン
やタブレットからのBluetooth再生、DAWのモ
ニタリングなど音楽制作に使えるほか、PCゲー
ムのサウンド再生などにも活躍しそうだ。

 モニター・スピーカー   ローランド お客様相談センター 
 050-3101-2555 
 www.roland.co.jp 

 PRESONUS 

 Eris E3.5 / Eris E5 
オープン・プライス（市場予想価格／Eris E3.5：14,000円前後＜ペア＞、Eris E5：16,000円前後＜1本＞）

　タイトで忠実な音源再生と正確なレスポンス
で知られるポータブルなスタジオ・モニター、
Erisシリーズ。Kevlar低域トランスデューサー
と1インチ超低質量シルク・ドームのツイー
ターを装備し、高域シェルフEQ（4.5kHz以上を
±6db）と 中 域 ピ ー クEQ（1kHzを 中 心 に±
6dB）、低域ブーストを補正する音響空間スイッ
チを搭載することにより、どのような環境にお
いてもフラットな音響特性を実現している。3.5
インチのウーファーを装備したEris E3.5や5
インチのウーファーを備えるEris E5をはじめ、
用途に応じて細かなラインナップが用意されて
いるのもうれしい。

 モニター・スピーカー   エムアイセブンジャパン 
 www.mi7.co.jp/presonus 

◀Eris E3.5

◀Eris E5
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 YAMAHA 

 HS8(W) / HS7(W) / HS5(W) / HS8S 
 オープン・プライス（ 市場予想価格／HS8(W)：36,000円前後、HS7(W)：24,000円前後、HS5(W)：15,000円前後、

HS8S：46,000円前後） 

 モニター・スピーカー 

プロの現場で愛されるYAMAHAのモニター
その歴史を現代に受け継ぐHSシリーズ

　プロの現場で愛用されるYAMAHAのニ
ア・フィールド・モニター。その歴史はNS-
10MシリーズからMSPシリーズへと受け継
がれ、このHSシリーズに結実している。HS
シリーズでは、磁力線のフローを制御／均一
化する磁気回路設計を施した新開発のトラ
ンスデューサーを採用し、また音響部品の再
選定／最適化を併せて行うことで再生能力
の向上が図られている。パワー・アンプ部に
は、高域と低域のそれぞれの帯域を専用パ
ワー・アンプで増幅するバイ・アンプ方式を
採用。各モデルに最適化されたアンプ・ユ
ニットは常に高品位で音質変化の少ない均

一なサウンドを提供する。
　各モデルとも1インチ・ドーム・ツイー
ターを採用、ウーファーのサイズによって3
つのタイプから選べ、8インチ・ウーファーを
搭載したHS8、6.5インチ・ウーファーを搭
載したHS7、5インチ・ウーファーを搭載し
たHS5がラインナップ。HS8W（白）のみ受
注生産となるが、いずれのモデルも黒と白の
カラー・バリエーションが用意されている。
また、型番に“I”の付いた吊設置対応モデル
もラインナップ。超低域を22Hzに拡張し
正確に再現する8インチ・サブウーファー
HS8Sとの組み合わせもオススメだ。

  ヤマハミュージックジャパン PA営業部 プロオーディオ・インフォメーションセンター 
 0570-050-808（ナビダイヤル、全国共通番号） 
 www.yamahaproaudio.com/ japan/ ja 

◀HS8

◀HS5

◀HS8W

◀HS5W ◀HS8S

◀HS7 ◀HS7W
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AUDIO-TECHNICA

ATH-M20X / ATH-M30X / ATH-M40X / 
ATH-M50X / ATH-M70X
オープン・プライス（ 市場予想価格／ATH-M20X：5,900円前後、ATH-M30X：8,000円前後、 

ATH-M40X：12,000円前後、ATH-M50X：19,000円前後、ATH-M70X：33,000円前後）

ヘッドフォン

プロのスタジオ・ワーク用密閉型ヘッドフォン 
グレード別に5つのモデルがラインナップ

　Mシリーズは、音楽制作用にデザインされ
た密閉型ヘッドフォン。ATH-M20X、ATH-
M30X、ATH-M40Xは、それぞれ強磁力φ
40mmCCAWボイス・コイル・ドライバーを
搭載。楕円形上のイアー・カップは遮音性に
優れ、長時間使用でも快適なモニタリングを
約束してくれる。ATH-M20Xの最大入力は
700mW、ATH-M30Xは1,300mW、再生周
波数特性はともに15〜20,000Hzで、スト
レート・コードを採用。ATH-M40Xの最大入
力は1,600mW、再生周波数特性は15〜
24,000Hzとワイドに。ストレート・コード
とカール・コードの双方を着脱式として付属

している。
　ATH-M50XとATH-M70Xは、より大口径
の強磁力φ45mmCCAWボイス・コイル・
ドライバーを搭載。定位感と解像度に優れ
たサウンドを実現している。ATH-M50Xの
最大入力は1,600mW、再生周波数特性は
15〜28,000Hz。ATH-M70Xの最大入力は
2,000mW、再生周波数特性は5〜40,000Hz
で、ハウジング、アーム、スライダーには不要
な振動を抑制する堅牢なアルミニウムが採
用されている。ともに長さの異なるストレー
ト・コードとカール・コードを着脱式として
付属している。

 オーディオテクニカ お客様相談窓口
0120-773-417
www.audio-technica.co.jp

◀ATH-M30X ◀ATH-M40X

◀ATH-M50X

◀ATH-M70X
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PIONEER DJ

HDJ-X7 / HDJ-X10
オープン・プライス（市場予想価格／HDJ-X7：22,963円前後、HDJ-X10：36,852円前後）

　HDJ-X7は、同社のフラグシップ・モデル
HDJ-2000MK2をベースに新開発したドライ
バーを搭載し、大音量下でもしっかりとモニタ
リングできるヘッドフォン。高音質を追求した
４芯構造ケーブルを採用し、LRそれぞれ独立し
た構造にすることで、従来モデルよりも左右の
チャンネル・セパレーションが改善されている。
一方のHDJ-X10はシリーズ最上位モデル。5Hz
から40kHzまでの高解像度再生を可能にする
HDドライバーを採用し、24ビット／96kHzハ
イレゾ音源に対応する。カラー・バリエーショ
ンとして、ともにブラックとシルバー（型番にS
が付く）が用意されている。

ヘッドフォン  PIONEER DJサポートセンター
0120-545-676
www.pioneerdj.com/ ja-jp

◀HDJ-X7

▶HDJ-X10-S

AUDIO-TECHNICA

ATH-R70X
オープン・プライス（市場予想価格／36,000円前後）

　ATH-R70Xは、高磁力マグネットと純鉄製磁
気回路を採用し、大口径φ45mmドライバーを
搭載したオープン型ヘッドフォン。カーボン繊
維入り合成樹脂材を採用して剛性を高め、ハニ
カム・アルミニウム・パンチング・メッシュは、よ
りナチュラルで空間的な広がりのある音を再生
してくれる。通気性のよいイアー・パッドと3D
方式ウイング・サポートによる装着感も抜群だ。
約210gと軽量であることも、長時間の作業を
ストレスなくこなす上で助けになるだろう。
コードは左右どちらにも取り付け可能。業務用
機器との接続を前提にハイインピーダンス仕様
となっている。

ヘッドフォン  オーディオテクニカ お客様相談窓口
0120-773-417
www.audio-technica.co.jp
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 ULTRASONE 

 Pro580 I / Pro780 I / Signature DXP / Signature Studio 
 オープン・プライス（ 市場予想価格／Pro580I：22,600円前後、Pro780I：29,600円前後、Signature DXP：66,000円

前後、Signature Studio：66,000円前後） 

 ヘッドフォン 

ドイツ生まれのブランドが生んだ
高音質で負担の少ないヘッドフォン

　ドイツ・ミュンヘンのヘッドフォン・ブラ
ンドULTRASONE。高音質かつ長時間使用
時の疲労が少ないモデルを開発し、世界中の
プロから支持を得ている。そんな同社のラ
インナップから、４つの製品を紹介しよう。
　まずPro580Iは、50mm径ドライバーに
よる重低音を備えつつ、高い解像感と分解性
能で現代のモニタリング環境にマッチさせ
たモデル。プロテインレザーのイアー・パッ
ドで、長時間のリスニングも快適だ。
　Pro780IはProシリーズの最上位モデル。
プロの現場でリファレンスにされることを目
標に開発され、シリーズ唯一のゴールド・プ

レイテッド・マイラー・ドライバーで伸びの
ある高音とキレのある低音を両立している。
　Signature DXPは、50mm径マイラー・ド
ライバーを採用し、大音量下でもバランスが
崩れないキレのある低音を実現したモデル。
ヘッドパッド／イアー・パッド共にプロテイ
ンレザーが使用されている。
　Signature Studioは、上位機種譲りの
40mm径チタン・プレイテッド・マイラー・
ドライバーを採用したモデル。細部をブラッ
シュアップし、よりヘビーデューティな使用
に応える。こちらもヘッドパッド／イアー・
パッド共にプロテインレザーを使用。

  タイムロード 
 03-6435-5710 
 www.ultrasone.jp 

▲Pro580I

▲Pro780I

▲Signature DXP

▲Signature Studio
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 YAMAHA 

 HPH-MT8 / HPH-MT7(W) / HPH-MT5(W) 
 オープン・プライス（ 市場予想価格／HPH-MT8：25,000円前後、HPH-MT7(W)：20,000円前後、

HPH-MT5(W)：15,000円前後） 

 ヘッドフォン 

YAMAHAモニター・スピーカーの
設計理論を受け継いだヘッドフォン

　“原音に忠実であること”“音色や音像定位
の微細な変化を精確に再現できること”。プ
ロの現場で愛されるYAMAHAモニター・ス
ピーカーが掲げる設計理論。NS-10Mシリー
ズからMSPシリーズ、HSシリーズに至るま
で一貫して持ち続けている哲学と言っても
よいその考え方をヘッドフォンに凝縮した
のがHPH-MTシリーズだ。高品位で確かな
モニタリングを可能とする再生能力、長時間
の作業でも疲労の少ない装着感と作業に集
中できる遮音性、そして過酷な現場にも耐え
うる高い耐久性を実現している。
　45mmカスタム・ドライバーとアルミ・ダ

イキャスト・アームを搭載したHPH-MT8は
シリーズ最上位モデル。全帯域で高い分解
能を備えレコーディングやミキシングの現
場に最適。40mmカスタム・ドライバーとア
ルミ・ダイキャスト・アームを搭載したHPH-
MT7は、レコーディングやミキシング以外
にも、高い音圧レベルと耐久性を確保してい
るためライブ時のモニタリングにも適する。
上位モデルのコンセプトを踏襲した40mm
カスタム・ドライバー搭載のHPH-MT5は、
バランスのとれたサウンドとシリーズ最軽
量設計が特徴だ。HPH-MT7とHPH-MT5は
ホワイト・モデルも用意されている。

  ヤマハミュージックジャパン PA営業部 プロオーディオ・インフォメーションセンター 
 0570-050-808（ナビダイヤル、全国共通番号） 
 www.yamahaproaudio.com/ japan/ ja 

▲HPH-MT8

▲HPH-MT7 ▲HPH-MT5

▲HPH-MT7W ▲HPH-MT5W
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SHURE

SRH840 / SRH440
オープン・プライス（市場予想価格／SRH840：19,800円前後、SRH440：9,980円前後）

　SRH840は、耳をすっぽり包む密閉型サーカ
ム・オーラル・デザインにより快適な装着感が
得られ、バックグラウンド・ノイズを低減するリ
ファレンス・スタジオ・ヘッドフォンだ。正確に
調整された周波数特性により、豊かな低音域、ク
リアな中音域、幅のある高音域を再現してくれ
る。交換可能なケーブルやイアー・パッドによ
り長期間の使用が可能。SRH440は、同デザイ
ンの快適性と上位モデルに匹敵する優れた周波
数特性を、より手軽に楽しめるホーム・レコー
ディング／スタジオ・レコーディング兼用モデ
ルとなっている。こちらはビギナーにオススメ
の1台だ。

ヘッドフォン  完実電気
050-3388-6838
http://kanjitsu.com

▲SRH840

▲SRH440




