リアルな音 楽 クリアな通 話
Technics 完全ワイヤレスイヤホン

EAH-AZ60

EAH-AZ40

EAH-AZシリーズ

EAH-AZ60

Technics が誇る音響技術を継承

EAH-AZ60（ 分解図）

「アコースティック
コントロールチャンバー」
を搭載

1

SB-R1

SU-R1000

SL-1200G

EAH-T700

EAH-TZ700

Technicsの足跡
について詳しくは▶

「Technics」
ブランドは1965年の誕生から、
世界を一新する技術と製品開発に果敢に挑戦してきました。
Hi-Fiオーディオ開発で培ってきたノウハウを、
完全ワイヤレスイヤホンに余すところなく投入。
EAH-AZシリーズは、Technicsの音づくりのDNAを継承した
純度の高い音を実現しています。

低域から高域までの広帯域再生で豊かな音空間を実現
E A H - A Zシリーズドライバーの後 端には、T e c h n i c sステレオインサイドホン
EAH-TZ700にも採用した、
ドライバーの空気の流れを精密にコントロールする
「アコースティックコントロールチャンバー」を搭載。空気の流れを最適にする
音響構造により、
ドライバーの持つ低域から高域までの広帯域再生能力を引き
出し、エネルギーのある低 音からリアルなボーカル、繊 細な高 音まで密 度の
高い音楽を楽しめます。
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ハイレゾ音質を再現する、
臨場 感溢れるリアルな高 音 質

臨場感溢れるサウンドを実現
独自の音響構造に直径8mmドライバーを搭載
ドライバー性能と音響構造にこだわる
ことで音楽をリアルに描く高音質を
実現。
ドライバーの広帯域再生能力を
引き出す独自の音 響 構 造「アコー
スティックコントロールチャンバー」
に
加え、高域特性を改善する
「ハーモ
ナイザ ー 」を 新 たに 採 用 。また 、
直 径 8 ㎜ のドライバーにはバイオ
セルロース振 動 板を採用。適 度な
内 部 損 失と十 分 な 剛 性 により、
色 づけのない自然な高音質を実現
しています。

アコースティック
コントロールチャンバー

直径8mm
ダイナミック型
ドライバー
ハーモナイザー

TM＊

ワイヤレスでもハイレゾ音質を楽しめるLDAC

に対応

＊

Bluetooth®伝送コーデックとして、
LDAC に対応。
SBCなどの一般的なコーデック
の約3倍の情報量を持ち、
最大96kHz/24ビットのハイレゾ音質の伝送を可能に
することで、
完全ワイヤレスながらも、
ハイレゾ音質を楽しむことができます。
＊ LDACのコーデックで接続するには、
アプリから設定を有効にする必要があります。
また、再生機器側での
設定も必要な場合があります。

ワイヤレスステレオインサイドホン
ホン

EAH-AZ60
オープン価格※

〇この商品は、お取扱い先を限定しております。
〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
※オープン価格商品の価格は販売店へ
お問い合わせください。
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-K（ブラック）

-S（シルバー）

＊

業界最高クラス のノイズキャンセリング性能
「デュアルハイブリッドノイズキャンセリング」搭載
精密な処理が可能なデジタル制御に、
ノイズキャンセリング 処 理 の 遅 延を
低減できるアナログ制御を組み合わせた
「デュアルハイブリッドノイズキャンセリング」
を採用。周囲の騒がしい環境でも静寂
の中で音楽・通話を楽しめます。
＊ 国内のノイズキャンセリング機能搭載完全ワイヤレス

フィードフォワード方式（外側のマイク）
×
デジタル制御

フィードバック方式（内側のマイク）

イヤホンにおいて。JEITA（一般社団法人 電子情報技術
産業協会）基準に則る。2021年8月14日時点、
当社調べ。

アナログ制御

フィット感と遮音性を両立
落ちにくく疲れにくい装着感を実現し、
７種類のイヤーピースを付属
イヤホン本体は、人間工学に基づく開発により、耳の中に収まり外れに
くく疲れにくい優れた装着性を実現。また、イヤーピースはフィット感と
遮音性の両立を実現できるシリコン製の正円タイプを採用。さまざまな
耳の形にフィットするよう、合計７種類のイヤーピースを付属しています。
■ タッチセンサーアンテナ搭載による
安定したBluetooth®接続性と小型化の両立
「ミュート」
が可能
■ 通話中のイヤホン操作でマイクの
■ 2台の機器と接続し、同時待ち受けが可能な
「マルチポイント」機能
■「Technics Audio Connect」
アプリで音質や
タッチセンサー操作のカスタマイズが可能
■ イヤホン本体と接続機器の最後に接続していた場所を
「ヘッドホンを探す」機能
地図アプリ上に表示する
4

自分の声だけをクリアに相 手に届 け
独自の通 話 音 声 処 理 技 術
TM

「JustMyVoice 」テクノロジー搭載
進化したビームフォーミング技術
周囲が騒がしい環境や近くで会話している人がいる環境でも、
自分の声だけを
テクノロジーを
クリアな音声で相手に伝えることができる
「JustMyVoice TM」
搭載。送 話の音 声とそれ以 外の音を区 別しノイズを低 減する「ビーム
フォーミング技術」
に加え、
「フィードフォワード用マイク」、
「 通話用マイク」
2つのマイクで拾い上げた音から、発話者の音声帯域を抽出することで、
声とそれ以外の音を的確に検知し、
ノイズを低減します。
ビームフォーミング技術

ノイズ

声以外のノイズを低減

声がクリアに聞こえる

発話者

声

受信者

音声は2つのマイクで拾った分を足し合わせる
ビームフォーミングなし

Signal

ビームフォーミングあり

Noise

Noise

ノイズに埋もれて、音声が聞きにくい

Signal

音声信号のレベルが上がり、
クリアに聞こえる

「自分の声」
を高精度に抽出する音声解析
発話者の音声を検知し、
それ以外の音を低減。独自のアルゴリズムによる
音声解析により、音の発生の検知、音が発生した方向、周囲の人の話し声
といった要素を解析します。

EAH-AZ60
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製品情報について詳しくは▶

る、

風切り音の発生を低減
通話時、音楽や映像の鑑賞時に不快な
音に感じやすい風切り音を低減し、快適
な通話・視聴環境を可能にしました。
周囲の音や自分の声を拾う
「フィード
フォワード用マイク」
と
「通話用マイク」
には、風切り音低減構造を採用。開口部
からマイクの間に2つの空間を設け、
この
空間が空気の乱れを抑えることで、風の
音がマイクに直接入りにくい構造として
います。こうした構 造の工 夫に加え、
２つのマイクに入ってくる音を分析し、
検知した風切り音を低減します。

フィード
フォワード用
マイク

JustMyVoice™
プロセッサー

通話用マイク

発話検知マイク
フィードバック用マイク

周囲の外音を取り込むアンビエント機能
２つのモードを搭載
イヤホンを着けたまま、周囲の音を聞くことができます。周囲の音がそのまま
聞こえる
「トランスペアレントモード」
と、音楽を一時停止し、人の声の帯域に
特化して周囲の音を取り込む「アテンションモード」をお好みの使い方に
応じて変更できます。
■ 音声アシスタント
「Alexa」
に対応
＊
■ ペアリング操作が手軽に行える
「Google Fast Pair」
に対応

＊ Android OS 6.0以降が必要です

■ 突然の雨でも使用できる
「防滴仕様」
（ IPX4＊相当）
＊本機
（イヤホン本体のみ。
充電ケース、
付属品を除く）
は、
JIS C 0920
（IEC 60529）
「電気機械器具の
外郭による保護等級
（IPコード）
」
のIPX4相当の防滴仕様であり、
完全防水仕様ではありません。
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コンパクトながら際立つ上質感。
高音質で音楽・通話が毎日楽しめる

小型で高品位なデザイン
優れた装着感を実現

人 間 工 学に基づき、耳 型サンプルを用いたシミュ
レーションと装着検証を重ね、小さな耳にもフィット
しやすいコンパクトサイズに仕上げました。
カラーは、
ファッションになじみやすいローズゴールドカラーを
含む3色から選択いただけます。高級感ある上質な
デザインに仕上げました。充電ケースについても、
スリムで持ち運びやすい形状やイヤホンの取り出し
やすさにこだわりました。

ナチュラルで厚みのあるサウンドを実現

「アコースティックコントロールチャンバー」
と
「ハーモナイザー」
を搭載
小型ながらも品位のある本格的サウンドを
実現。
AZ60と同様の音響構造と、
ドライバー
＊
低音から高音
にはPEEK 振動板を採用し、
まで密度感のあるナチュラルなサウンドで
音楽を楽しめます。

アコースティック
コントロール
チャンバー

直径6㎜
ダイナミック型
ドライバー
ハーモナイザー

＊ ポリエーテルエーテルケトンの略で、強度と内部損失特性に優れた材料。

ワイヤレスステレオインサイドホン

EAH-AZ40
オープン価格※

〇この商品は、お取扱い先を限定しております。
〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
※オープン価格商品の価格は販売店へ
お問い合わせください。

製品情報について
詳しくは▶
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-S（シルバー）
-N（ローズゴールド）
-K（ブラック）

防滴仕様（IPX4 ＊1 相当）

クリアな通話で快適なコミュニケーションが可能
「JustMyVoice™」
テクノロジー搭載
「JustMyVoiceTM」
テクノロジーは、
周囲の音の大きな環境や近くで会話している
人がいる環境でも、
自分の声を相手にクリアに届ける当社独自の通話音声処理
技術です。
「 外音取り込み用マイク」、
「 通話用マイク」の2つのマイクで音声と
ノイズを区別し、
ノイズを低減するビームフォーミング技術と、独自の音声解析
技術などの組み合わせにより、通話中の周囲のノイズと発話者の声を判別し、
クリアな音声での通話を可能にしました。

触れるだけで操作可能「タッチセンサー」 快適なコミュニケーションが可能

■ タッチセンサーアンテナ搭載による安定したBluetooth®接続性と小型化の両立
■ 通話中のイヤホン操作でマイクの
「ミュート」
が可能
■ 2台の機器と接続し、同時待ち受けが可能な
「マルチポイント」機能
■ 周囲の音を確認できる外音取り込み
「アンビエント」機能
■「Technics Audio Connect」アプリで音質やタッチセンサー操作のカスタマイズが可能
■ イヤホン本体と接続機器を最後に接続していた場所を
地図アプリ上に表示する
「ヘッドホンを探す」機能
■ 音声アシスタント
「Alexa」に対応
＊
■ ペアリング操作が手軽に行える
「Google Fast Pair」
に対応
＊ Android OS 6.0以降が必要です

■ 突然の雨でも使用できる
「防滴仕様」
（IPX4＊1相当）
＊1 本機（イヤホン本体のみ。充電ケース、付属品を除く）は、JIS C 0920（IEC 60529）
「電気機械器具の外郭による
保護等級（IPコード）」のIPX4相当の防滴仕様であり、完全防水仕様ではありません。
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Te c h n icsの音 響技術により、
音 楽 本来の躍 動感と豊かな空間性を実現

音場・空間性の広い、ゆとりある音を実現
大口径直径10mmダイナミック型ドライバー
「デュアルハイブリッドノイズキャンセリング」搭載による
高性能ノイズキャンセリングを実現

高品位かつ上質なデザイン

ワイヤレスステレオインサイドホン

EAH-AZ70W
オープン価格※

〇 この商品は、お取扱い先を限定しております。
〇 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

※オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。

主な仕様
ノイズキャンセリング機能
再生時間 ＊1
充電時間＊4
（25 ℃）
質量
Bluetooth® 対応コーデック / バージョン
防水性能
専用アプリ
付属品
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-S（シルバー）

-K（ブラック）

EAH-AZ70W
●
イヤホン本体：約6.5時間＊2
イヤホン本体＋充電ケース：約19.5時間＊2
イヤホン＋充電ケース
（同時充電）
：約4時間
15分充電で約70分再生＊2
イヤホン本体：約7 （
g 片側のみ：LR同値）
充電ケース：約65 g
SBC、AAC / Ver.5.0
（イヤホン本体のみ）
IPX4＊5相当
Technics Audio Connect
USB充電ケーブル：約0.5 m
（入力：USB Type-A 形状、
出力：Type-C 形状）
イヤーピース：S、M、L、
XL 各2個

1 使用条件によって短くなる場合があります。 2 ノイズキャンセリングON、AAC設定時。 3 AAC設定時。 4 電池
5 本機（イヤホン本体のみ。充電ケース、付属品を除く）
は、JIS C 0920（IEC 60529）
「電気機械器具の外郭による保護

高性 能ノイズキャンセリング搭載モデル
締まり感のある豊かな低音と明瞭なボーカル
直径8mmダイナミック型ドライバー
「デュアルハイブリッドノイズキャンセリング」搭載による
高性能ノイズキャンセリングを実現
ファッションに馴染みやすい
シームレスなデザイン

ワイヤレスステレオインサイドホン

RZ-S50W
オープン価格※

〇 この商品は、お取扱い先を限定しております。
〇 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

※オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。

-K（ブラック）

-W（ホワイト）

カジュアルに音 楽を楽しめる小型モデル
ナチュラルなボーカルとクリアなサウンド
直径6mmダイナミック型ドライバー
女性や小柄な方の
小さな耳にもフィットする
コンパクトサイズ

ワイヤレスステレオインサイドホン

RZ-S30W
オープン価格※

〇 この商品は、お取扱い先を限定しております。
〇 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

※オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。

RZ-S50W

-G（グリーン） -K（ブラック） -W（ホワイト）

RZ-S30W
＿

●
イヤホン本体：約6.5時間＊2
イヤホン本体＋充電ケース：約19.5時間＊2

イヤホン本体：約7.5時間＊3
イヤホン本体＋充電ケース：約30時間＊3

イヤホン＋充電ケース
（同時充電）
：約4時間
15分充電で約70分再生＊2

イヤホン＋充電ケース
（同時充電）
：約4時間
15分充電で約90分再生＊3

イヤホン本体：約7 （
g 片側のみ：LR同値）
充電ケース：約45 g

イヤホン本体：約4 （
g 片側のみ：LR同値）
充電ケース：約45 g

SBC、AAC / Ver.5.0

SBC、AAC / Ver.5.0

（イヤホン本体のみ）
IPX4＊5相当

IPX4＊5相当
（イヤホン本体のみ）

Panasonic Audio Connect
USB充電ケーブル：約0.5 m
（入力：USB Type-A 形状、出力：Type-C 形状）
イヤーピース：S、
M、L、XL 各2個

Panasonic Audio Connect
USB充電ケーブル：約0.5 m
（入力：USB Type-A 形状、
出力：Type-C 形状）
イヤーピース：XS、S、M、L 各2個

残量 が少ない状態から満充電にかかる時間です。
等級（IPコード）」のIPX4相当の防滴仕様であり、完全防水仕様ではありません。
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EAH-AZ60

EAH-AZ40

モデル

●-K
●-S
（ブラック）
（シルバー）
ノイズキャンセリング

●-N
●-K
●-S
（ローズゴールド）
（ブラック）
（シルバー）

デュアルハイブリッド
ノイズキャンセリング

＿

JustMyVoiceTM 対応

●

●

ドライバーユニット

直径8 mm、
バイオセルロース振動板

直径6 mm、
PEEK＊1振動板

イヤホン + 充電ケース
（同時充電）
：約3.5時間

イヤホン + 充電ケース
（同時充電）
：約3時間

充電時間＊2
（25 ℃）
再生時間
（イヤホン本体）＊3

最大7時間
（ノイズキャンセリングON、AAC）

最大7.5時間（AAC）

再生時間
（充電ケース含む）＊3

最大24時間
（ノイズキャンセリングON、AAC）

最大25時間（AAC）

15分充電、約70分
（ノイズキャンセリングON、
AAC）

15分充電、約90分（AAC）

イヤホン本体：約7 g
（片側のみ：LR同値）、
充電ケース：約45 g

イヤホン本体：約5 g
（片側のみ：LR同値）、
充電ケース：約30 g

SBC、AAC、LDAC

SBC、AAC

短時間充電時
再生時間＊3
質量
対応
Bluetooth® コーデック
バージョン

Ver.5.2

Ver.5.2

充電端子

USB Type-C 形状

USB Type-C 形状

防水性能

IPX4＊4相当
（イヤホン本体のみ）

IPX4＊4相当
（イヤホン本体のみ）

付属品

USB充電ケーブル：約0.2 m（入力：USB Type-A 形状、出力：Type-C 形状）
イヤーピース：
【AZ60】XS1、XS2、S1、S2、M、L、XL 【AZ40】XS、S、M、L
各2個（Mはイヤホンに装着）

スマートフォン用アプリを使って簡単に操作が可能
「Technics Audio Connect」
（無料）
お好みの音質にカスタマイズできるイコライザー機能やノイズキャン
セリング・外音取り込みの効き方の調整などさまざまな機能を楽しめます。
左右のイヤホンの電池残量の確認もできるほか、
イヤホンを紛失した場合
には、
イヤホン本体と接続機器の最後に接続していた場所を地図アプリ
上に表示する
「ヘッドホンを探す」機能を使って探すことも可能です。
● スマートフォン/タブレットへ専用アプリケーション
「Technics Audio Connect」のインストールが必要
です。Android™ 6.0以降を搭載し、Google Play に対応したスマートフォン/タブレット、
またはiOS12
以降を搭載したiPhone、iPad、iPod touchに対応しています。
＊1 ポリエーテルエーテルケトンの略で、
強度と内部損失特性に優れた材料。＊2 電池残量がない状態から満充電に
かかる時間です。 ＊3 使用条件によって短くなる場合があります。 ＊4 本機
（イヤホン本体のみ。
充電ケース、
付属品
を除く）は、JIS C 0920（ IEC 60529）
「 電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」の IPX4相当の防滴
仕様であり、
完全防水仕様ではありません。◎ ハイレゾワイヤレスロゴは日本オーディオ協会の登録商標または商標
です。◎ LDACおよびLDACロゴは、
ソニー株式会社の商標です。◎ Bluetooth ®ワードマークおよびロゴは登録
商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。パナソニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマーク
およびロゴを使用しています。
その他の商標および登録商標は、
それぞれの所有者の商標および登録商標です。
◎ Google、Android、Google Play は Google LLC の商標です。◎ Amazon、Alexa及び関連するすべてのロゴは
Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。◎ Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、iPod touch、Siriは、
米国および他の国々で登録された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。
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●このカタログの記載内容は2021年9月14日現在のものです。
●掲載の商品は改善のため予告なく仕様・設計・外観・デザイン・価格等の変更を行う場合があります。
●掲載の製品の写真と実際の色は撮影や印刷の条件等により異なる場合があります。
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