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＜報道関係各位＞

“高音質”、”高品質”を実現した、AKGの新世代「Nシリーズ」誕生！

「ノイズキャンセリング・ヘッドホン」と「カナルイヤホン」の3製品を新発売

シルバー

ゴールド

ブラック
N60NC

N20U

ブラック
N20

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：仲井一雄）は、オーストリアのオーディオ
ブランド「AKG（アーカーゲー）」より、ノイズキャンセリング・ヘッドホン「N60NC」とカナルイヤホン「N20U」「N20」の3製品を8
月4日から発売いたします。
今回発売する「Nシリーズ」は、高音質と高品質、そして優れたデザイン性を兼ね備えたAKGの新シリーズで、「Nシリーズ」
の「N」はドイツ語の「Neue（英語でnew）」に由来し、「新世代」「革新」といった意味が込められています。AKGがプロオー
ディオの分野で築き上げてきた最先端の音響技術と、多くのファンを魅了する豊かな音楽表現を融合した“これまでの
AKGに無い、全く新しいプレミアムシリーズ”としてラインアップします。また、「Nシリーズ」は、AKGの高音質だけでなく、洗練
された素材を贅沢に用い、手触りや装着感、スタイリッシュなデザインにもこだわった設計を施しています。
ノイズキャンセリングヘッドホンの「N60NC」は、ノイズキャンセリングの方式にハイブリット方式を採用したことにより、クラス最
高レベルの騒音低減率を実現し、周囲の騒音を気にすることなく、快適に音楽を楽しめます。また、約30時間の連続使
用が可能なので、長時間のフライトでもバッテリー切れの心配はありません。加えて、ノイズキャンセリング機能をオフにした
時でも通常のヘッドホンとして使うことができ、外出先でのバッテリー切れや、バッテリーを節約したいときなどでもAKGの高
音質をそのままにお楽しみいただけます。
スタイリッシュで洗練されたデザインの「N20U」、「N20」は、AKGの高いサウンドクオリティと高品質を兼ね備えたカナルイヤ
ホンです。新開発の高性能7mm径ダイナミックドライバーと、そのクオリティを余すことなく引き出す「ベンチレーション・システ
ム」の搭載により、サイズを感じさせないワイドレンジ再生と空間表現を実現しました。「N20U」は、リモコンの背面スイッチ
でAndoroid用、iOS用の切り替えができ、ハンズフリー通話が可能なマイク付ユニバーサル3ボタンリモコン搭載ケーブルを
採用しています。カラーはブラックとシルバーの2色をご用意。「N20」は、ストレートケーブルタイプで、カラーはブラックとゴール
ドの2色で展開いたします。
AKGの最先端音響技術とサウンドクオリティが融合した新世代の「Nシリーズ」で音楽をスタイリッシュにお楽しみください。
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＜AKG N60NC について＞
■ノイズキャンセリングの方式にハイブリット方式を採用し、クラス最高レベ
ルの騒音低減率を実現。
「N60NC」のノイズキャンセリングの方式には、騒音集音用マイクをハウジン
グ本体外側に配置するフィードフォワード方式と、鼓膜に近いドライバーユ
ニット側に配置するフィードバック方式の両方式を採用した「ハイブリッド方
式ノイズキャンセリング」を採用。独自のキャンセル信号回路と合わせて、
AKG 史上最も優れた騒音低減率を実現し、高性能な消音パフォーマン
スを可能にしました。

■約 30 時間の連続使用が可能。
パソコンなどの USB コネクタから手軽にチャージでき、満充電から約 30 時間の連続使用
が可能です。また、ノイズキャンセリング機能オフ時に通常のヘッドホンとして使用可能な
「パッシブ・モード」を搭載しているので、バッテリー切れやバッテリーを節約したいとき、長
期の出張でも安心です。※時間は使用環境により異なります。

■AKG ブランドが誇るサウンドクオリティを継承。
N60NC は、高性能 40mm 径ドライバーを採用。プロオーディオの分野で培われた AKG
のサウンドクオリティをしっかりと継承し、自然で伸びやかな中高域と、タイトで力強い低
域、高性能な消音パフォーマンスと合わせて音楽の感動をありのままに伝えます。
■軽量・コンパクトで上質なデザイン設計。
AKG 独自の 3D-Axis2 機構採用により、小さく折りたたんで収納すること
ができるため、付属の専用キャリングポーチと合わせて快適に持ち運びいた
だけます。軽量・コンパクトな設計に加えて、アーム部分にレザー素材を使
用するなど、スタイリッシュで洗練されたデザインが高級感を演出します。
■4 極プラグ対応スマートホン用マイク付 1 ボタンリモコン搭載。
4 極プラグ対応のスマートホンで、ハンズフリー通話が可能です。
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＜AKG N20、N20U について＞
■新開発の高性能 7mm 径ダイナミックドライバーと、ベンチレーション・システムの搭載。
新開発の高性能 7mm 径ダイナミックドライバー採用に加えて、振動板の振幅時に発生する背圧を最適化する「ベンチレ
ーション・システム」搭載により、サイズを感じさせないワイドレンジ再生と広々とした空間表現を実現。また、豊かで厚みの
ある低域と、クリアで伸びやかな中高域が、残響音さえも余すことなく再現します。
■音質とデザイン性を向上させる、アルミニウム合金の採用。
ハウジング本体には剛性の高いアルマイト処理を施したアルミニウム合金を
採用。耐久性を高めるとともに、音質に悪影響を与える不要な振動を抑え
ます。また、金属素材は、スタイリッシュで洗練された高いデザイン性をもたら
します。

■装着感に優れたアングルド・イヤチップ構造の採用。
ハウジング部分から音筒が斜めに伸びる「アングルド・イヤチップ構造」を採用。耳の奥までしっかりと装着することができ、
装着時の快適性と安定性を向上します。
■快適性を向上させる「ハイブリット・シース」構造のケーブルを採用。
ケーブルには「ハイブリッド・シース」構造を採用。ケーブルの Y コネクタから下部には、柔軟性が高く断線しにくい布製被覆
を、上部には衣類などの摩擦によるノイズを抑えるラバー被覆を採用し、快適な使い心地にこだわりました。
■Andoroid 用と iOS 用で切り替えができる、ユニバーサル 3 ボタンリモコン搭載。
「N20U」には、背面スイッチで Andoroid 用、iOS 用の切り替えができる「4 極プラグ対応スマートホン用マイク付ユニバーサ
ル 3 ボタンリモコン」が搭載されており、多様なデバイスでご使用いただくことができます。
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主な仕様
製品名

N60NC

タイプ

密閉ダイナミック型（オンイヤー）

カラー

ブラック

周波数特性

10Hz – 22kHz

感度

117dB/mW

インピーダンス

32Ω

連続使用時間

約 30 時間

※時間は使用環境により異なります。

入力プラグ

φ3.5mm 4 極ステレオミニプラグ（L 型）

ケーブル長

1.2m（4 極プラグ対応スマートホン用マイク付 1 ボタンリモコン搭載）

重量（ケーブル含まず）

150g

付属品

専用キャリングポーチ、フライトアダプタ、充電用 USB ケーブル

価格

オープン価格 ※公式通販サイト販売価格 29,880 円(税抜)

発売日

8 月 4 日（火）

製品名
カラー

N20U

N20

ブラック、シルバー

ブラック、ゴールド

タイプ

密閉ダイナミック型（カナル）

ケーブルタイプ

4 極プラグ対応スマートホン用マイク付

ストレートケーブルタイプ

ユニバーサル 3 ボタンリモコン搭載ケーブル

ユニット

7mm 径ドライバー

周波数特性

20Hz – 20kHz

感度

105dB/mW

インピーダンス
入力プラグ
ケーブル長

38Ω
φ3.5mm ステレオミニプラグ（ストレート型）
1.2m（4 極プラグ対応スマートホン用マイク付

1.2m（ストレートケーブル）

ユニバーサル 3 ボタンリモコン搭載ケーブル）

重量

18g（ケーブル含まず）
専用キャリングケース、フライトアダプタ、クリーニングツール、

付属

シリコンイヤチップ（S/M/L）※M サイズ装着済み

価格
発売日

オープン価格

オープン価格

※公式通販サイト販売価格 15,880 円（税抜）

※公式通販サイト販売価格 14,880 円（税抜）

8 月 4 日（火）
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＜AKG について＞
1947 年音楽の都オーストリアウィーンで、プロ用機材の開発を目的にラドルフ・ゲリケ博士とエンジニアのアーンスト・プレス
の 2 名により創立された音響機器メーカー。AKG とは、“アコーステック・アンド・シネマ・エクイプメント・リミテット”（ドイツ語
で Akustische und Kino-Geraete Gesellschaft m.b.H）の略で、録音機器全般、テレコミュニケーション機器などを製造。
特にマイクロホンとヘッドホンの分野では、世界有数のプロフェッショナル・ブランドで、世界中のレコーディング・スタジオや放
送局などで数多くの製品が活躍しています。
＜ハーマンインターナショナルについて＞
ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、インフォテイメントと、それらを統合したソリューションを、自
動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社の AKG®、Harman Kardon®、
Infinity®、 JBL®、 Lexicon®、Mark Levinson®を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コ
ンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが
装備された自動車が世界で 2,500 万台以上走っています。
ハーマンインターナショナルは全世界に 25,000 名の社員が在籍、2015 年 3 月末までの 12 か月で 59 億米ドルの売上を
報告しています。

＜先行展示のご案内＞
なお、今回の新商品を六本木・HARMAN Store 東京ミッドタウン店にて、7 月 16 日（木）より、展示、先行予約を行い
ます。
http://www.harman-japan.co.jp/info/harmanstore/

■ハーマン公式通販サイト（http://shop.harman-japan.co.jp/）
ハーマン公式通販サイトにて先行予約を受け付けております。
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