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考え方に基づいた見やすい 
デザインの文字を採用して
います。

● UD FONT マークは、株式会社モリサワの登録商標です。

PCやスマートフォンに接続できる付属の「専用USBケーブル」。電源線の素材には、OFC（無酸素銅）を
採用。ケーブル間の信号伝送ロスの軽減とケーブルグランドを強化し、更なる高音質再生を可能にします。

ZH700FF仕様一覧

ヘッドホン部

構造型 密閉型
形状 オーバーヘッド型
駆動方式 フローティング・フラット方式
ドライバーユニット 60×54mm
再生周波数帯域 10Hz〜48,000Hz

駆動回路部 入力電圧 0.55Vrms （アナログ入力時）

その他 対応サンプリング周波数 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
対応ビット数 16bit, 24bit

その他

電源 DC3.7V: 内蔵充電式リチウムイオン電池
充電時間 約4時間 （フル充電）
充電方法 USB充電 （電圧5V/電流500mA）

電池持続時間 約6時間 （USB-Mobile）、 約12時間 （Optical）、 
約10時間 （Analog）

音声入力端子 microUSB端子、 
光ミニ端子兼ステレオミニ音声端子 （Φ3.5）

質量 約510g（ケーブル含まず）

＜ 付属品 ＞ 専用USBケーブル (約1.7m) TypeA/microB

警告
乗り物（自動車、バイク、自転車等）の運転中は絶対に使用しないでください。
周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車が通る道など）
では使用しない。重大な事故の原因となります。
高温での充電や使用、放置又は、水に濡らさない。破損の原因になります。

●	優れた伝送性能と外部ノイズに強い
			「専用USBケーブル」

ZH700FF
フルデジタルサウンドヘッドホン

このマークは、弊社の制定したガイドラインをクリアした商品に表示する
「クラリオン環境マーク」です。
※弊社ガイドライン内容につきましてはクラリオンホームページにてご紹介し
ております。

Φ3.5ステレオミニ 
アナログケーブル（市販品）

汎用丸型光ケーブル※4（市販品）

専用USBケーブル（付属）

専用USBケーブル（付属）OTGケーブル（市販品）

ハイレゾ音源をはじめとするデジタル音源を収録したPC※３やスマートフォン※３、デジタルオーディオプレーヤーなどを、D/Aコンバーター・ポータブルアンプなしで、USBケーブルや光デ
ジタルケーブルにて、手軽にダイレクト接続。高音質かつ原音に忠実なフルデジタルサウンドを実現します。又、市販のアナログケーブルを利用すれば、ポータブルオーディオのアナロ
グ音源も楽しめます。

microUSB端子

光ミニ端子 兼
ステレオミニ音声端子 
(Φ3.5)

※３  PCやスマートフォンで本機器をご使用になる場合は、予め必要なシステム仕様や対応OSの確認をしてください。又、PCでお使いになる場合は、別途専用のドライバーソフトが必要です。詳しくは、クラリオンFull Digital Soundスペシャルコンテンツをご確認ください。

※4 ハイレゾ音源を再生する場合は音源に対応した光ケーブルをご使用ください。（192kHz/24bit対応推奨）
ポータブル 
プレーヤー

デジタル信号
アナログ信号

PC※3

スマート
フォン※3

光接続対応 
デジタルオーディオ 

プレーヤー

ドライバーユニットを片側だけで支える滑らかな曲線を描くアーム部分に、美しい質感と強度を
兼ね備えたアルミ素材を採用することで、機能性とデザイン性を両立。更に、印象的なアルミス
ピンデザイン、鮮烈なアクセントを添えるLEDイルミネーションなど、ハイエンドオーディオを思わ
せ、こだわりの意匠を随所に施しています。

金属素材への追求とモノトーンで磨かれた
高品位スタイリッシュデザイン

「光ダイレクト接続」や様々な機器接続を実現

※ 2016年7月現在、フルデジタルサウンドテクノロジーを搭載した 
エッジレス平面駆動ドライバーユニットとして (Clarion調べ)。

世界初※	 フローティング・フラットドライバー搭載

最新モデル解説動画や、
オリジナル動画が満載。

YouTube ClarionブランドチャンネルClarion ホームページFull Digital Soundスペシャルコンテンツ

評論家によるサウンドレビューや	
イベント情報など、最新情報を公開中!

http://www.clarion.com/ http://www.youtube.com/clarionJP

Clarion公式 
Facebookページ

https://www.facebook.com/
Clarion.HQ

http://www.clarion.com/jp/ja/
special-contents/fds-headphone/



ヘッドホンの新たな可能性を切り拓く、
フルデジタルサウンドテクノロジー搭載「ZH700FF」

Clarionの革新的なテクノロジーが生み出した「ＺＨ700ＦＦ」。

デジタル音源からドライバーまでデジタル信号のまま伝送することで、

高密度でクリアなサウンドを実現する

「フルデジタルサウンド × フローティング・フラットドライバー」。

ヘッドホンの概念を超えるハイレスポンスサウンド。

究極の原音再生を追及したヘッドホンの新たな姿が、 

今ここに誕生しました。

世界初※2	高密度でクリアなサウンドを再現する「フローティング・フラットドライバー」

不要な振動を緩和し、しなやかな 
音を生み出す「SILMIC 
アルミ電解コンデンサ」

駆動回路やコネクターを、表示部左側のハウジングに配置し、バッテリーを右側のハウジングに内蔵。左右の信号 
伝達には、医療機器にも使用される細線同軸ケーブルを採用することで、伝送品質を維持したまま、ヘッドホンの 
左右重量をバランスよく分配し、快適な装着感を実現。

左右の信号伝達には、 
細線同軸ケーブルを採用。

銅端子採用で低ESR化を実現し
コンデンサの性能を引き出した 

「導電性高分子 
アルミ固体電解コンデンサ」

低ESRでリップル・ノイズ除去に 
優れ、高音質化を図る

「PMLCAPフィルムコンデンサ」

最適な重量バランスを実現する	
緻密な設計

究極の原音再生と快適なリスニングスタイルをめざして、数多くの検討を積み重ね、 
左右の重量バランスを最適化するパッケージングを実現。長時間装着していても 
快適に音楽を楽しむことができます。192kHz/24bitまでの

ハイレゾ音源に対応

パルス波形測定のイメージ図

音の伝わり方イメージ図

入力波形

出力波形

一般的な平面方式の振動板よりもフローティング方式は、
圧倒的に低歪でハイレスポンスを実現。

一般的な方式

フルデジタルサウンド

駆動回路
コネクター

リチウムイオン
バッテリー

192kHz/24bitまでのハイレゾ音源を、音質劣化のない 
フルデジタル伝送で再生可能。更に、低域から高域まで 
クリアに描き切るドライバーユニット搭載により、ハイレゾ 
音源を劣化させることなく、ディテールや空気感までも豊かに 
再現します。

デジタル音源からドライバーまで、Digital	to	Digitalがヘッドホンの世界を変える
先進のデジタル信号処理技術（Dnote※1）を採用。デジタル音源からドライバーまでフルデジタル伝送により、D/Aコンバーター・ポータブルアンプが不要なダイレクト
接続を実現。音源を劣化させることなくドライバーをダイレクトに駆動することで、高音質かつ原音に忠実なフルデジタルサウンドを実現します。

デジタル信号

アナログ信号

デジタル
音源

一般的なヘッドホン

ZH700FF

フルデジタルサウンドヘッドホン

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください
希望小売価格 オープン価格※ ○保 

ハイエンドホームオーディオに使用されるHigh Slew Rate Buffer回路を採用。 
低位相雑音の水晶発振器やノイズの影響を排除する独立専用電源の組み合わ 
せや、デジタルオーディオの性能を引き出す高品位パーツと金メッキを施した基板の 
採用により、更なる高音質化を可能にしています。

光接続対応 
デジタルオーディオ

プレーヤー

スマートフォン

PC

ポータブル 
プレーヤー

フローティング・フラットドライバー

フローティング方式

一般的な電源回路

一般的な水晶発振器ZH700FFの出力波形

ZH700FFの電源回路

一般的な平面方式

一般的なダイナミック型

一般的な電源回路では、動作ノイズがそれぞれの回路ブロックに影響しノイズの増大を起こします。ZH700FFの
電源回路は、各ブロックに独立した専用電源ICを採用し、他ブロックにノイズが回りこまない設計でクリアな電源を
供給します。

ZH700FF

ハイエンドホームオーディオの思想を	
踏襲する回路構成と高品位パーツの採用

音質劣化が	
生じる

音質劣化が	
少ない

D/Aコンバーター 
ポータブルアンプ

フラットな形状の振動板全体から音波を均一に届けることで、
高音質かつ原音に忠実なクリアサウンドを実現。

イメージ図

イメージ図 イメージ図

イメージ図

※2 2016年7月現在、フルデジタルサウンドテクノロジーを搭載したエッジレス平面駆動ドライバーユニットとして (Clarion調べ)。

イヤーパッドを立体縫製で仕上げ、耳に心地よくフィットする装着感と気密性向上を
実現。又、イヤーパッド前後の厚みに変化をつけ、振動板を適切な方向に傾けること
で音像を理想的な音の方向である前方へ定位させました。こうした微細な調整によ
り、装着時の安定感と自然なリスニング環境を確保しています。

理想的な音像定位と装着感を追求

後頭部下の隙間にも 
フィットし 音漏れをカバー。

ヘッドホンの主要部分とも言える振動板は、一般的なダイナミック型から、音の歪みを軽減する平面振動板に注目が集まっています。Clarionはこの平面振動板に、歪みの原因
となるエッジやダンパーが不要なフローティング構造と複数のエッチングパターンを張り巡らせたマルチボイスサーキット構造を採用し、独自のドライバーユニットを開発。振動板の
面全体をデジタル信号で高応答駆動させることに成功しました。更に、フルデジタルサウンドテクノロジーとの組み合わせにより、一般的な平面方式よりも圧倒的な低歪み特性
とハイレゾ再生を実現。ボーカルの感情や個々の楽器が奏でる音の輪郭までも繊細に描き出し、広がりのある豊かな表現力で原音の持つ魅力を限りなく引き出します。

※1 デジタル信号処理は、Trigence SemiconductorのDnote技術を採用しています。

後

前

振動板

振動板からの音の方向

アッパーケース

ネオジウムマグネット

バッファーシート

振動板

バッファーシート

ネオジウムマグネット

マルチボイスサーキット構造

ロアケース


