
RAZER、 ハイブリッドドライバー、 96/24DAC 採用の
USB-C 接続カナル型ヘッドセット

「Razer Hammerhead USB-C ANC」 を国内発売 

アクティブノイズキャンセリング機能、 インラインリモコン ・ マイク搭載
Android スマートフォンに最適
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ゲーマー向けデバイスおよびソフトウェアの分野における世界的リーダー企業 Razer ™（本社 : 米国 カリフォルニア州およびシンガポール、 共同
創業者兼CEO : Min-Liang Tan） は、USB-C接続のカナル型ヘッドセット（マイク付イヤフォン）「Razer Hammerhead USB-C ANC」（税
抜希望小売価格 13,800 円、 読み方：レイザー ハンマーヘッド ユーエスビーシー エイエヌシー、 以下、 Hammerhead USB-C ANC）の
国内販売を 2019 年 4 月 26 日（金）に開始します。 Razer 社の国内正規流通代理店 MSY 株式会社を通じて、全国の家電量販店、
PC ショップ、 オンラインショップ等で販売されます。

Hammerhead USB-C ANC は、 USB-C 端子を搭載したスマートフォン向けのカナル型ヘッドセット（マイク付イヤフォン）です。
BA（バランスド ・アーマチュア）型とダイナミック型の両方を内蔵したハイブリッドドライバーデザインを採用し、 繊細な高音域から厚みのある低音
域までをバランスよく再生します。

Android OS のスマートフォン等のデバイスと USB-C 接続することにより、ANC（アクティブ・ノイズ・キャンセリング）機能を有効にすることができ、
飛行機などの乗り物に乗る際など、 音楽などのコンテンツを集中してリスニングすることが可能です。 また、 同 ANC はスイッチによりオフにするこ
ともできます。

Hammerhead USB-C ANC は、 96kHz/24bit の高品質 DAC を採用し、 デジタルソースをハイクオリティで再生することが可能です。

Hammerhead USB-C ANC は、 アルミ製のボディと編組ケーブルを採用することで、 高い耐久性とプレミアムな質感を実現しています。 ケー
ブルにはインラインリモコンとマイクが搭載され、 対応デバイスでは、 音量調節や選曲、 着信 ・ 終話といった操作も手元で行えます。

Hammerhead USB-C ANC には、 ソフトキャリングケースとサイズの異なるシリコン製イヤチップ（S/M/L）の他、 Comply ™フォームイヤチッ
プも付属しています。

Razer Hammerhead USB-C ANC



Razer について
Razer ™ はゲーマー向けライフスタイルにおける世界のリーディングブランドです。 Razer のトリプルヘッド ・ スネークの商標は世界中のゲーミングおよび e スポーツ コミュニティでもっとも認知
されたロゴのひとつです。 すべての大陸にファン層を持つ Razer 社はハードウェアやソフトウェア、 サービスなどを基幹とする世界で最も大きなゲーマー向けエコシステムを独自に設計 ・ 構築
しています。 Razer では高性能ゲーミング周辺機器や Blade ゲーミングノート PC、 そして、 高評価を得ている Razer Phone （スマートフォン）など、 数々の受賞歴を誇るハードウェア
を多数提供しています。 さらに Razer Synapse（IoT プラットフォーム）や Razer Chroma ( 独自の RGB ライティング テクノロジーシステム）、Razer Cortex（ゲーム オプティマイザー
およびランチャー）をはじめとする Razer のソフトウェア プラットフォームは 5,000 万人以上のユーザーが利用しています。
Razer の展開するサービスには世界で最大規模のゲーマー向け仮想クレジットサービス Razer zGold が含まれており、 また、 Razer Pay では、 若者およびミレニアル世代のために開発
された e ウォレットです。
2005 年に創立された Razer は現在、 サンフランシスコとシンガポールの 2 ヵ所に本社があり、 世界９ヵ所にオフィスを置き、 米国、 ヨーロッパ、 中国でトップゲーミングブランドとして認知
されています。 また、 同社は香港株式市場に上場しています ( 銘柄コード :1337)。 詳細は、 http://www.razer.com/about-razer をご覧ください。
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RazerJP ツイッターアカウント：twitter.com/razerjp/

製品名 Razer Hammerhead USB-C ANC
読み方 レイザー ハンマーヘッド ユーエスビーシー エイエヌシー
型番 RZ12-02780100-R3M1
JAN 4589967501097
カラー ブラック
発表日 2019/4/18
発売日 2019/4/26
税抜希望小売価格 13,800 円
税込希望小売価格 14,904 円
カテゴリー ヘッドセット
重量 g 21.8
ケーブル長 m 1.2
ヘッドセットタイプ カナル型
周波数特性 20Hz - 20kHz
インピーダンス 32 ± 15% Ω
感度 110 ± 3dB（最大 SPL）
ドライバータイプ ハイブリッド型（BA バランスドアーマチュア＆ダイナミック）
マイクタイプ オムニディレクショナル
マイク感度 -40 ± 3dB
マイク SN 比 58dB 以上
マイク周波数帯域 100Hz - 10kHz
マイク指向性 無指向性
操作 音量調節、 再生 ・ 一時停止、 着信 ・ 終話、 ANC オン ・ オフ
バックライト 搭載
ソフトウェア なし
対応機種 USB-C を搭載したスマートフォンやパソコンなどのデバイス
接続方式 USB-C
保証期間 2 年
付属品 キャリングケース、 シリコン製イヤピース 3 ペア（S/M/L）、 Comply ™フォームイヤピース 1 ペア、 ロゴステッカー
備考 USB-C 給電による ANC（アクティブ・ノイズ・キャンセリング）機能搭載。 ハイブリッド（BA ＆ダイナミック）ドライバー採用。 96/24 高音質 DAC 内蔵。

アルミ製フレーム、 編組ケーブルによる高耐久性。 インラインリモコン＆マイク。 Comply フォームイヤチップ付属
製造国 中国
製品 URL 日本語 https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-audio/razer-hammerhead-usb-c-anc
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* © 2019 Razer Inc. All rights reserved.
* 仕様、 および、 デザインは予告なしに変更される場合があります。
* 本リリースに掲載した写真は実際の製品とは多少異なる場合があります。
* その他、 記載されている会社名、 製品名は、 各社の登録商標または商標です。
* インラインリモコンおよびマイクの動作は、 スマートフォンの種類、 アプリケーションにより正しく動作しない場合もありますことをご了承ください。


