201７年 6 月 21 日
報 道 資 料
世界初※1、Lightning 接続のパイオニアブランドのスピーカーフォン“RAYZ RallyTM”
本日より全国の Apple Store にて取り扱いを開始
～Apple Store 限定色を採用したモデルを発売～

【XW-LTS5（S）CU】

【XW-LTS5（K）CU】

＜RAYZ Rally＞
商品名

型番
XW-LTS5（S）CU

スピーカーフォン
XW-LTS5（K）CU

カラー
スペースグレイ
（Apple Store 限定色）
オニキス
（Apple Store 限定色）

希望小売価格

取り扱い開始日
6 月 21 日

オープン価格
6 月 22 日

オンキヨー＆パイオニアマーケティングジャパン株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：荒木 健）
は、Siri に対応し、Lightning 端子から給電、バッテリー不要でポケットサイズに収まるパイオニアブランドのスピーカー
フォン“RAYZ Rally”の Apple Store 限定色を採用したモデルを発売し、本日より全国の Apple Store にて取り扱いを開
始します（“RAYZ Rally”「XW-LTS5（K）CU」は Apple オンラインストアのみ）。
Apple ファンの方々、iPhone/iPad/iPod touch※2 のユーザーの方々に、新しい楽しみ方をご提供します。
“RAYZ Rally”「XW-LTS5（S）CU」、「XW-LTS5（K）CU」
“RAYZ Rally”は、会議などの集音に最適な全指向性マイクと口径 30mm のスピーカーに加え、Siri を有効にしたり、
マイクミュートなどを行うスマートボタンなど、電話会議システムとハンズフリーの機能をポケットに収まるコンパクトサイ
ズ（W：47mm×H：20.5mm×D：62mm、コード含まず）の中に装備し簡単に持ち運べます。会議室の大小や人数、環
境を問わずに、どこでも簡単に電話会議を始められるとともに、料理や運転、1 人で部屋にいる時など、手を離せない
作業や状況の中でも声によるコミュニケーションを円滑に行えるので、会議室にとどまらないさまざまな場所で使える
新しいアイテムです。また、本体には世界初※1 の Lightning 接続用ポートを装備しており、iPhone/iPad/iPod touch 付
属の Lightning – USB ケーブルを接続することで、さまざまな機器との接続が可能となり、電話会議やハンズフリーで
使用しながら iPhone/iPad/iPod touch へ充電することや、iPhone/iPad/iPod touch を使わずに PC や Mac と接続して
電話会議やハンズフリーで使うこと※3 ができます。
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【“RAYZ Rally”「XW-LTS5（S）CU」、「XW-LTS5（K）CU」の主な特長】
1) iPhone/iPad/iPod touch を使って、電話会議を簡単に始められる Lightning 接続対応
iPhone/iPad/iPod touch※2 に本機の Lightning コネクタを接続することで、内蔵しているマイクと本体スピーカーによ
り、簡単に電話会議を始められます。
マイク内蔵の Lightning コネクタ

本体部のスピーカー

2) 低消費電力で駆動し外部バッテリーを必要とせずにさまざまな機能を実現する新技術を搭載
低消費電力で駆動する新技術とともに、Apple 社の第 2 世代 Lightning Audio 技術を採用していることで、外部バッ
テリーを必要とせずに、Lightning 接続による iPhone/iPad/iPod touch からの電力供給により、電話会議機能に加え、
通話や楽曲再生などさまざまな機能を楽しむことができます。
3) 電話会議システムの機能をポケットに収まるコンパクトサイズの中に装備
会議などの集音に最適な全指向性マイクを Lightning コネクタに内蔵し、本体部には口径 30mm のスピーカー（出
力：1W）を搭載することで、会議に必要な音質・音量を提供できるとともに、マイクの集音を遮断するマイクミュート機能
を本体のスマートボタンに搭載しており、円滑な会議運営を可能にします。また、ポケットに収まり、簡単に持ち運べる
コンパクトサイズ（W：47mm×H：20.5mm×D：62mm、コード含まず）なので、会議室にとどまらないさまざまな場所で電
話会議を行うことができます。
4) さまざまな機器との接続により多彩な使い方を可能にする Lightning 接続用ポートを装備
本体部に Lightning 接続用ポートを装備しており、iPhone/iPad/iPod touch 付属の Lightning - USB ケーブルを
接続することで、さまざまな機器との接続が可能となり、電話会議を行いながら iPhone/iPad/iPod touch へ充電するこ
とや、iPhone/iPad/iPod touch を使わずに PC や Mac と接続して電話会議を行うこと※3 など、多彩な使い方ができま
す。
5) さまざまな操作が可能なスマートボタンを搭載
会議中（通話中）のマイクミュート機能に加え、Siri を有効にしたり、楽曲再生中には再生/一時停止、曲送り/曲戻
しなど、さまざまな操作を可能にするスマートボタンを本体部に搭載しており、1 つのボタンでユーザーの使用シーン
に合わせたシンプルな使い方ができます。
スマートボタン

※ 詳しい製品情報は以下の製品ホームページをご覧ください。
https://pioneerrayz.com/

※1 2017 年 6 月 21 日現在、Siri に対応し、Lightning 接続端子から給電するバッテリー不使用のスピーカーフォンとして。当社調べ。
※2 本機は、iPhone 5 以降、iPad（第 4 世代以降）、iPad mini 2 以降および、iPod touch（第 6 世代以降）でサポートされています。ご使用の iPod
touch、iPhone あるいは iPad のソフトウェアは最新バージョンにアップデートしてご使用下さい。iOS 10.3 以降が必要です。
※3 PC や Mac で電話会議を行うには、電話会議用のアプリケーション、インターネットサービスを提供しているプロバイダーとの契約・使用料金、ネットワ
ーク環境が整っていることが必要です。また、Windows 10 以降、Mac OS X 10.11 以降に対応しています。
* 「Pioneer」及び「Pioneer ロゴ」は、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
* Apple、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPhone、iPod touch、Lightning、Mac、OS X および Siri は、いずれも米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.
の商標です。iPad mini は Apple Inc.の商標です。
* iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
* 「Made for iPod」、「Made for iPhone」および「Made for iPad」は、それぞれ iPod、iPod touch、iPhone あるいは iPad 専用に接続するよう設計され、Apple
社が定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示します。Apple 社は、本製品の機能および安全
および規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリーを iPod、iPhone あるいは iPad と使用することにより、無線の性能に影響を及
ぼす可能性がありますのでご注意ください。
* Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
* RAYZ、RAYZ Rally は Appcessori 社の商標です。
* 他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。
* 記載されているその他の会社名および製品・技術名・役務名等は、各社の登録商標または商標です。
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【XW-LTS5（S）CU、XW-LTS5（K）CU の主な仕様】
型式
プラグ
ジャック
ビット速度/サンプリング周波数
接続コード
質量
外形寸法（W × H × D mm）
スピーカー部
使用ユニット
再生周波数帯域
実用最大出力
マイク部
指向性
周波数帯域
付属品
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マイク付アクティブスピーカー
Lightning コネクタ
Lightning コネクタ（iOS デバイスの充電、および PC/Mac との接続用）
最大 24 ビット/48kHz
60 mm
70 g
47 × 20.5 × 62（コード含まず）
φ30 mm
100 ～ 20 000 Hz
1W
全指向性
100 ～ 16 000 Hz
キャリングポーチ、取扱説明書、セーフティガイド、保証書

