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2 012 年 10 月 25 日  

 

クリアでスケール感豊かな音質と優れた携帯性を両立し、 

外出先でも良い音が味わえる密閉型ヘッドホン 2 機種を新発売 

ヤマハ ヘッドホン 
『HPH-PRO500』 『HPH-PRO300』 

 

ヤマハ株式会社（本社：静岡県浜松市中区中沢町 10-1、社長：梅村 充）は、高音質と優れた携帯性を両立する

密閉型ヘッドホン、『HPH-PRO500』を 12 月下旬、『HPH-PRO300』を 11 月下旬より直販サイト「Y ダイレクト」

http://ydirect.yamaha-elm.co.jp/で発売いたします。なお本製品の販売は、全国のインテリアショップおよびセレ

クトショップへも順次拡大予定です。 

＜価格と発売時期＞ 

 

＜製品の概要＞ 

今回発売する『HPH-PRO500』『HPH-PRO300』は、音楽性を大切にした高音質と、ユニークな折りたたみ機構などに

よる優れた携帯性とを兼ね備えた音楽愛好家のための密閉型ヘッドホンです。『HPH-PRO500』は専用設計の大口

径 50mm ドライバーや高剛性アルミ合金製ハウジングの採用によりスケール感豊かな高音質を追求したオーバーイヤ

ー型モデル、『HPH-PRO300』はクリアで力強いサウンドを小型・軽量ボディに凝縮したオンイヤー型モデルです。 

このうち『HPH-PRO300』にはiPhone/iPod/iPad対応リモコンマイク付き1.2mケーブルを装備。また『HPH-PRO500』

にはケーブル着脱式を採用し、長さ 1.2m（iPhone/iPod/iPad 対応リモコンマイク付き）と 3m の 2 本のケーブルを付属

することで、用途に応じて差し替えることが可能です。 

 

【HPH-PRO500 主な特長】 

1．大口径 50mm ドライバーによるワイドレンジでスケール感豊かな音質 

２．高い遮音性能と快適な装着感を約束するオーバーイヤー型 

３．ユニークな折りたたみ機構を装備した最先端のスタイリング 

４．2 種類の着脱式ケーブルと iPhone/iPod/iPad 対応リモコンマイクを装備 

【HPH-PRO300 主な特長】 

１．クリアで力強いサウンドを追求した専用設計の大口径 40mm ドライバー 

２．小型・軽量ながら優れた遮音性と確かな装着感のオンイヤー型 

３．ユニークな折りたたみ機構を装備した最先端のスタイリング 

４．iPhone/iPod/iPad 対応リモコンマイクを装備 

品名 モデル名 色 希望小売価格 
当初月産 
予定台数 

発売時期 

ヘッドホン HPH-PRO500 
（A）レーシングブルー 
（B）エボニーブラック 

オープン価格 5,000台 12月下旬 

ヘッドホン HPH-PRO300 
（W）アイボリーホワイト 
（A）レーシングブルー 
（B）エボニーブラック 

オープン価格 7,000台 11月下旬 

写真は HPH-PRO500（レーシングブルー） 
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＜HPH-PRO500 主な特長＞ 

１． 大口径 50mm ドライバーによるワイドレンジでスケール感豊かな音質 

ネオジム（ネオジウム）マグネット採用のハイグレードな大口径 50mm ドライバ

ーを搭載。エンクロージュアの役割を果たすバックケース部には高剛性アル

ミ合金製ハウジングを投入し、ワイドレンジでスケール感豊かな、透明感あ

ふれるサウンドを追求しました。また、ポータブル機器でも充分な音圧が得

られる 22Ωの低インピーダンス設計と 1000mW の余裕ある耐入力特性によ

り、ヤマハならではの高音質をあらゆるシーンでお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 高い遮音性能と快適な装着感を約束するオーバーイヤー型 

耳の周囲を完全に覆うオーバーイヤー型を採用し、高い遮音性能と快適

な装着感を約束。耳当たりのソフトなウレタン素材イヤーパッドやクッション

性の高いヘッドバンドなどとも相まって、密閉型ヘッドホンであることを忘れ

るほどの自然な掛け心地です。 

 

３． ユニークな折りたたみ機構を採用した最先端のスタイリング 

耐衝撃性に優れた複合素材と高度な成形技術を駆使することで、折りた

たみ式ヘッドホンでありながら、ひとつの球体から切り出したような一体感

のあるスタイリングを実現しました。ひときわスリムに仕上げたシェル部には

傷が付きにくい UV 塗装を施し、モバイルユースにおいても美しさが持続。

どちら側から畳んでも必ずシェル部とイヤーパッド部が重なるユニークな折

りたたみ機構には、収納しやすいだけでなく持ち運び時に発音体を保護

する効果も持たせています。 

 

４． 2 種類の着脱式ケーブルと iPhone/iPod/iPad 対応リモコンマイクを装備 

ケーブルは左右どちらにも接続できる片出しタイプの着脱式とし、付属の

1.2m または 3m ケーブルを用途に応じて差し替えることができます。ヘッド

ホンとケーブルの接続部には 3.5mm ステレオミニジャックを採用して耐久

性にも配慮。1.2m ケーブルには iPhone/iPod/iPad 対応リモコンマイクを装

備しています。なお、付属の金メッキ 6.3mm 変換プラグは本機の音質に合

わせて開発した専用品です。 

HPH-PRO500 構造概念図 

高級感あふれる亜鉛ダイキャスト製のヤマハロゴ 

スムーズな長さ調整と 

折りたたみが可能な 

ヘッドバンド 

耳当たりの良いウレタン素材

製イヤーパッド 
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＜HPH-PRO300 主な特長＞ 

１． クリアで力強いサウンドを追求した大口径 40mm ドライバー 

本機専用に設計したネオジムマグネット採用の大口径 40mm ドライバーに

より、屋外でのリスニングも余裕をもって楽しめるクリアで力強いサウンドを

追求。出力音圧レベルは 107dB（1kHz）で、お手持ちのポータブル機器で

も充分な音量を確保できます。 

 

 

２． 小型・軽量ながら優れた遮音性と確かな装着感のオンイヤー型 

イヤーパッドを耳の表面に適切な圧力で押し当て、小型・軽量でありなが

ら優れた遮音性と確かな装着感を実現するオンイヤー型を採用。耳当たり

のソフトなウレタン素材イヤーパッドやクッション性の高いヘッドバンドなどと

も相まって、装着中に頭を動かしてもヘッドホンがずれにくく、屋外でのリス

ニングや、楽器演奏にも 適です。 

 

 

３． ユニークな折りたたみ機構を採用した最先端のスタイリング 

耐衝撃性に優れた複合素材と高度な成形技術を駆使することで、折りた

たみ式ヘッドホンでありながら、ひとつの球体から切り出したような一体感

のあるスタイリングを実現しました。ひときわスリムに仕上げたシェル部には

傷が付きにくい UV 塗装を施し、モバイルユースにおいても美しさが持続。

どちら側から畳んでも必ずシェル部とイヤーパッド部が重なるユニークな折

りたたみ機構には、収納しやすいだけでなく持ち運び時に発音体を保護

する効果も持たせています。 

 

４． iPhone/iPod/iPad 対応リモコンマイクを装備 

接続した端末の選曲や音量調整、通話などが手許で行える iPhone/iPod/ 

iPad 対応リモコンマイク付き 1.2m ケーブルを装備。ヤマハのロゴマークを

配した個性的なデザインが、モバイルリスニングをより楽しく演出します。 

なお、付属の金メッキ 6.3mm 変換プラグは本機の音質に合わせて開発し

た専用品です。（『HPH-PRO300』のケーブルは脱着式ではありません） 

大型のヤマハロゴが印象的なシェル部 

スムーズな長さ調整と 

折りたたみが可能な 

ヘッドバンド 

耳当たりの良いウレタン素材

製イヤーパッド 
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＜HPH-PRO500／PRO300 主な仕様＞ 

 

型番 HPH-PRO500 HPH-PRO300 

型式 密閉ダイナミック型 (ハウジング部：アルミニウム) 密閉ダイナミック型 (ハウジング部：ABS 樹脂) 

ドライバー口径 50mm 40mm 

インピーダンス 22Ω (1 kHz) 53Ω (1 kHz) 

出力音圧レベル 105dB (1 kHz) 107dB (1 kHz) 

大入力 1,000mW 300mW 

再生周波数帯域 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 

質量 369g (ケーブル含まず) 200g （ケーブル含 む） 

端子 
3.5mm 入出力端子 

（ヘッドホンの L、R 両方に搭載） 
－ 

ケーブル長 ケーブル A:1.2m、ケーブル B:3m 1.2m 

プラグ 
ケーブル A:3.5mm L 型ステレオミニ 

ケーブル B:3.5mm ステレオミニ 
3.5mm L 型 ステレオミニ 

付属品 

ハードケース、iPhone/iPod/iPad 対応リモコンマイク付

き 1.2m フラットケーブル、3m フラットケーブル、金メッ

キ 6.3mm 変換プラグ（専用品）、クリーニングクロス 

ソフトケース、金メッキ 6.3mm 変換プラグ(専用品)、クリ

ーニングクロス 

HPH-PRO500 カラーバリエーション 

HPH-PRO300 カラーバリエーション 

レーシングブルー エボニーブラック 
付属品：着脱式3mフラットケーブル、着

脱式リモコンマイク付き 1.2m フラットケー

ブル、金メッキ 6.3mm 変換プラグ（専用

品）、ハードケース（カラビナ付属）、クリ

ーニングクロス 

付属ハードケースへの 

収納状態 

レーシングブルー アイボリーホワイト エボニーブラック 
付属品：金メッキ 6.3mm 変換プラグ（専

用品）、ソフトケース、クリーニングクロス 
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ヤマハ ヘッドホン 『HPH-PRO500』 

オープン価 格  

（写 真 はレーシングブルー）  

※HPH-PRO500 の画 像 データは下 記 プレスサイトよりダウンロードできます。 

http://jp.yamaha.com/news_release/ 
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ヤマハ ヘッドホン 『HPH-PRO300』 

オープン価 格  

（写 真 はアイボリーホワイト） 

※HPH-PRO300 の画 像 データは下 記 プレスサイトよりダウンロードできます。 

http://jp.yamaha.com/news_release/ 

 

 

 

 

 

 

この件に関するお問い合わせ先 

ヤマハ株式会社 

■報道関係の方のお問い合わせ先 

 広報部  宣伝・ウェブコミュニケーショングループ 

窪 井 、千 葉  

 〒108-8568  東京都港区高輪 2-17-11  

 TEL  0 3 - 5 4 8 8 - 6 6 0 5   

 FAX 0 3 - 5 4 8 8 - 5 0 6 3  

ウェブサイト  http://jp.yamaha.com/news_release/ 
  （取材申し込みや広報資料請求が可能です。） 

 

■一般の方のお問い合わせ先 

 ヤマハ株式会社  お客様コミュニケーションセンター  

オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口 

 〒430-8650  静岡県浜松市中区中沢町 10-1  

TEL  0 5 7 0 - 0 1 1 - 8 0 8 （ナビダイヤル：全国どこからでも市内通話料金） 

TEL  0 5 3 - 4 6 0 - 3 4 0 9 （携帯電話、PHS、IP 電話でご利用の場合） 


