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ハイレゾ対応※1 の高音質と Google アシスタントに対応した “Scene Style”シリーズ最上位モデル、
ノイズキャンセリングワイヤレスヘッドホン“S9wireless noise cancelling”を新発売

【SE-MS9BN(G)】

【SE-MS9BN(B)】

商品名

型 番

カラー

ワイヤレス密閉型

SE-MS9BN(G)

ゴールド

ステレオヘッドホン

SE-MS9BN(B)

ブラック

希望小売価格

発売予定時期

オープン価格

11 月下旬

オンキヨー＆パイオニア株式会社（所在地：東京都墨田区、代表取締役社長：宮城 謙二）は、パイオニアブランド
の、ハイレゾ再生に対応し高音質再生を楽しめるだけでなく使用シーンやスタイリングを提案をする“Scene Style”シリーズ
から、 Google アシスタントに対応したノイズキャンセリングワイヤレスヘッドホン“S9wireless noise cancelling”（エス
ナインワイヤレスノイズキャンセリング）「SE-MS9BN」を発売します。
本機は、ハイレゾ再生に対応した大口径φ40mm ドライバーにより高音質再生が可能なだけでなく、ワイヤレスでも高音
質再生を楽しめる高音質伝送コーデックの Qualcomm® aptX™ HD audio にも対応に加え、 Google アシスタント
へも対応するなど、“Scene Style”シリーズ最上位モデルとして先進の機能を搭載した商品となっています。
【主な特長】
1) Bluetooth 接続で、音楽と通話を手軽にワイヤレスで楽しめる
音楽などをワイヤレス再生で手軽に楽しんだり、スマートフォンや携帯電話でのハンズフリー通話が可能です。ハウジング
部に操作ボタンとマイクを装備しており、ボリュームのアップダウンやトラック送り、着信などの操作を簡単に行えます※2。また、
NFC 機能の搭載により、本機をかざすだけで簡単にペアリングを行うことができます。最大 24 時間の連続通信（ノイズキ
ャンセリング ON 時、音楽再生時間含む）※9 が可能です。

ボリュームアップ/ダウン
トラック送り/戻し

アシスタントボタン
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再生/一時停止
着信応答/終話
リダイヤル
着信拒否

電源オン/オフ
ノイズキャンセリングモード設定

2) Google アシスタントに対応※3 、いつでもどこでも、知りたいこと、やりたいことをサポートします
本機を装着中は、もうスマートフォンを取り出して操作する必要はあり
ません。アシスタントボタンを押しながら話しかけるだけで、 Google ア
シスタントを起動し、メッセージの読み上げや、道案内、お気に入りの音
楽の再生※4、予定の確認など、さまざまなアクションをサポートします。ま
た、スマートフォンが受信したアプリからの音声通知※5 や受信したメッセ
ージの音声通知や、これまでに受信したメッセージの音声通知を聞くこと
ができます。
3) ハイレゾ再生※1 に対応したφ40 mm ドライバー搭載
強磁力希土類マグネットを採用した大口径φ40 mm ドライバーによる豊かな低域再生に加え、軽量 CCAW ボイス
コイルを採用することで、低域から中高までの広帯域でハイレゾ対応※1 のクリアな高音質再生を実現しています。
4) 高音質コーデック Qualcomm® aptX™ HD audio に対応
AAC、aptX に加えて、最大 48kHz/24bit の高音質伝送コーデック
aptX HD に対応。ワイヤレスでも原音を損なわない高音質再生を
お楽しみいただけます。
5) 外音取込みにも対応したノイズキャンセリング機能
アクティブノイズキャンセリング機能に対応しているので、周囲のノイズを気にすることなく高音質サウンドをお楽しみいただ
けます。また、外音取込みモードも搭載していますので、音楽を楽しみながら周囲の音を聞くこともできます。
6) 2 台のスマートフォンと同時接続が可能なマルチポイント機能を搭載
2 台のスマートフォンの同時接続が可能なマルチポイント機能を搭載しています。スマートフォンで音楽を聴きながら※6、
もう一方のスマートフォンからの着信を受けることができます。例えば、プライベート用と会社用のスマートフォンを同時に接
続し、プライベート用のスマートフォンで音楽を楽しみながら、両方のスマートフォンからの着信の待ち受けができます。
7) パイオニアヘッドホン専用アプリ「Pioneer Headphone App」で各種設定が可能
新開発のパイオニアヘッドホン専用アプリ 「Pioneer Headphone App」 を使って、スマー
トフォンとの接続サポートや、素早く簡単にノイズキャンセリングモードの切り替えなど、各種設定
ができます。なお、当アプリは、製品発売に併せてリリースし、随時、機能追加を予定していま
す。詳細は、当社サイトにてご確認ください。
8) その他の特長
 耳を覆うサイズのイヤーパッドと幅広で厚いヘッドバンドクッション採用で高い装着性を実現
 レトロモダンなテイストを取り入れた高級感のあるスタイリッシュなデザイン
 付属のコードを使用し、通常のヘッドホンとしても使用可能
 エコーキャンセレーション＆ノイズサプレッション機能搭載により、ノイズを除去したクリアな音質での通話が可能
 キャリングポーチ付属
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【SE-MS9BN の主な仕様】
Bluetooth®標準規格 Ver.4.2
Bluetooth®標準規格 Power Class 2

伝送方式
出力

見通し距離 約 10 m※7

最大通信距離

2.4 GHz 帯 （2.4000 GHz ～ 2.4835 GHz）※8

使用周波数帯域
変調方式

FHSS

対応 Bluetooth®プロファイル
対応コーデック

A2DP、AVRCP、HFP、HSP
SBC、AAC、Qualcomm® aptX、Qualcomm® aptX HD

対応コンテンツ保護

SCMS-T 方式

電源

DC3.7 V 内蔵充電式リチウムイオン電池

マルチペアリング

最大 8 台
連続通信: 最大 24 時間 （ノイズキャンセリング ON）
最大 27 時間（ノイズキャンセリング OFF）

電池持続時間※9
充電時間

約 4 時間

型式

密閉型ダイナミック

使用ドライバー

φ40 mm
5 Hz ～ 22,000 Hz（Bluetooth 接続時）
5 Hz ～ 40,000 Hz（有線接続時）

再生周波数帯域
質量

300 g

付属品

マイクロ USB ケーブル、ヘッドホンコード、キャリングポーチ

※製品詳細は、以下の商品サイトをご覧ください。
https://pioneer-headphones.com/japanese/
※1 付属のオーディオコード使用時
※2 スマートフォンによっては、一部の操作に対応できない場合があります。
※3 お手持ちのスマートフォンで「Google アシスタント」アプリの設定が必要です。また、スマートフォンとのBluetoothペアリング・接続と、スマートフォンのインターネット接続が必要で
す。
※4 音楽配信サービスとの契約が必要な場合があります。
※5 一部、対応していないアプリもあります。
※6 2台の機器からの同時音楽再生はできません。
※7 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。
※8 本製品は 2.4GHz 帯の電波を使用しています。他の 2.4GHz 帯を使用する無線機器、電子レンジなどの干渉により音声が途切れる場合があります。
※9 使用環境により連続通信時間が変わる場合があります。
* 「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。
* Bluetooth ® は、Bluetooth

SIG,

Inc.が所有する登録商標であり、オンキヨー株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

* Google は Google LLC の商標です。
* Qualcomm aptX は、Qualcomm Technologies, Inc. とその子会社の両方、またはいずれかの製品です。
Qualcomm は、米国および他の国々で登録された Qualcomm Incorporated の商標です。aptX は、米国および他の国々で登録された Qualcomm Technologies
International, Ltd.の商標です。
* 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。
* 仕様・イメージ図および外観は予告なく変更することがあります。

※この製品に関するお問い合わせ先※
●パイオニア ホームオーディオコールセンター
電話番号： 050-3388-9425
受付時間： 10:00～18:00（月～金）【土・日・祝日・弊社休業日を除きます。】
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