2022 年 3 月 25 日
報 道 資 料

TV アニメ 『ホリミヤ』 音声ガイダンスワイヤレスイヤホンを期間・台数限定で予約販売
～ 「WIRELESS EARPHONES／Zeeny Lights」 ～

オンキヨー株式会社（所在地︓大阪府東大阪市、代表取締役社長︓大朏 宗徳）は、スマートフォンに届いた通知を音
声で読み上げる、ヒアラブルデバイス Zeeny シリーズの『Zeeny Lights』と、TV アニメ 『ホリミヤ※1』とのコラボレーションモデ
ルを「450 台」限定にて予約販売致します。『Zeeny Lights』は、音声通知に対応し、スマートフォンに届いた通知を音声で
読み上げるヒアラブルデバイスです。音楽、通話、音声アシスタント利用はもちろんのこと、独自の音声サービスに対応していま
す。
本コラボレーションモデルは、左右ハウジングプレートに「作品モチーフ」、本体充電ケースに「作品ロゴ」をプリント加工。
オリジナルポーチを付属し、描き下ろしイラストによるオリジナルパッケージ BOX のセット内容となっております。音声ガイダンス
は、堀京子（CV︓戸松遥さん）、宮村伊澄（CV︓内山昂輝さん）による完全録り下ろしボイス。「パワーオン」「パワー
オフ」「接続されました」など 8 ワードの操作音及び、「Zeeny アプリ」と連動し、毎時間異なった時報のセリフ（24 ワード）、
さらに、シークレットボイス（8 ワード）をオリジナル音声として収録致します。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE／音アニ（以下、音アニ）」にて実機展示※2 を実施致します。
音質・ボイスの確認も出来、店頭設置の専用 QR コードにてご予約も可能です。来場者には特典として「特製ポストカード」
※3
をプレゼント致します。更に、描き下ろしイラストデザインによる「A4 クリアファイル（500 枚限定）」を 3 月 25 日（金）
15:00 より、通販サイト 「ONKYO DIRECT」 及び、秋葉原店舗 「音アニ」 にて販売致します。
※音声通知は「ホリミヤシステムボイス」では読み上げません
※「Zeeny Lights」は株式会社ネイン※4 の機種となります
※1 「ホリミヤ」
つながって、絡み合って、世界は日々、変わってく。シリーズ累計 700 万部を突破した超人気漫画。
堀 京子は、美人で成績も良く学校ではクラスの中心的存在。だけど実は共働きの両親に代わり、寄り道もせず
家事や年の離れた弟の面倒に勤しむ家庭的な高校生。ある日、ケガをした弟 創太を見知らぬ男が堀の家に送
り届けに来た。「堀さん」 そう呼ばれ話してみると、実は彼はクラスメイトで――
クラス一のモテ女子とネクラ男子が出逢ったら！？恋愛、友情。青春が詰まった超微炭酸系スクールライフ！
■公式 HP：https://horimiya-anime.com/
■公式 Twitter：https://twitter.com/horimiya_anime
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※2 秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE／音アニ」での本コラボレーションモデルの実機展示
2022 年 3 月 25 日（金）15:00 より実施予定
https://onkyoanime.com/info/4457757
※3 秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE／音アニ」来場特典“特製ポストカード”
https://onkyoanime.com/free/raiten_haifu_cp
＊なくなり次第終了とさせて頂きます。
※4 株式会社ネイン
2014 年に「サヨナラ、スクリーン。」をキーワードに設立。
業界に先駆けて音声通知に対応した B2C 向けヒアラブルデバイス Zeeny の企画・開発・販売。
Zeeny で培った技術を応用したアプリ・サービスをこれまで国内外の多くの音響機器メーカーに提供。
ヒアラブルを活用することで、人々がスマートフォン画面の操作に時間を消費しすぎず、日々の大切な時間を有効活
用できると考えています。B2B においても、Zeeny Pro サービス「フィールドワーカー/テレワーカー支援事業」では、働
く場面で手が離せない、目が離せないフィールドワーカー、多人数コミュケーションで作業に集中できないテレワーカーに
音で直感的に情報を伝えるソリューションを提供しています。
公式サイト：https://www.nain.jp/

【製品概要】
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【ワイヤレスイヤホン予約販売詳細】
■予約方法①︓通販サイト 「ONKYO DIRECT」 での予約
https://onkyodirect.jp/shop/pages/HORIMIYA_EARPHONE.aspx
※「描き下ろしイラストポストカード」は製品同梱の上、発送となります。
■予約方法②︓秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ）」 での予約
https://onkyoanime.com/menu/c1099221
※店舗設置専用 QR コードにて予約
※来場特典として「描き下ろしイラストポストカード」をプレゼント致します。
■予約期間︓2022 年 3 月 25 日（金）15︓00～2022 年 5 月 20 日（金）15︓00
■製品発送︓2022 年 7 月中旬から 7 月下旬にかけて順次発送予定
■販売価格︓15,000 円(税込・送料込)
■限定台数︓450 台
■発売元 ︓オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※450 台に到達次第、予約受付終了となります。

【描き下ろしイラストデザイン販売商品】

■A4 クリアファイル（1 種）／500 枚限定販売
販売上代︓500 円（税込）※通販サイト 「ONKYO DIRECT」 では別途送料が発生いたします。
販売①︓通販サイト 「ONKYO DIRECT」
販売②︓秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ）」
販売開始︓2022 年 3 月 25 日（金）15:00～
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【製品詳細】
https://zeeny.com/products/zeeny-lights
■高音質設計
AAC、aptX コーデックに対応するのはもちろんのこと、独自にユーザーの声を反映し、日本国内で音声信号をチューニン
グしています。さらに、Spicetone™に対応し、アプリで音質を調整することが可能です。ノイズキャンセリング対応したマイク
により、高音質での通話も可能です。
■ワイヤレス充電
Qi 互換の充電器を併用することでワイヤレス充電の手軽さを楽しめるように設計されています。（Qi 互換の充電器は別
売りです。）
■音声通知
LINE や Instagram でメッセージを受けたとき、ニュースや株価が更新されたとき、気になる著名人の新着ツイートがあっ
たとき、公共交通に運休や遅延があったときなど、スマートフォンに届く大切な通知を音声で読み上げます。
■その他の仕様
Zeeny アプリ対応スマートフォン：Android™6 以上, iOS 10 以上
Bluetooth 対応バージョン：Bluetooth V5.0
Bluetooth 対応プロファイル：A2DP, AVRCP, HFP, HSP
充電時間：約 1 時間
電池持続時間：約 8 時間 (※適切な音量である 60%での測定結果です)
電池容量：イヤフォン本体: 4.2V 55mAh／イヤフォンケース(充電ケース)：3.7V 400mAh
スピーカー特性：20Hz – 20kHz, 16Ω ± 15%
オーディオコーデック：Qualcomm® aptX™, AAC, SBC
サイズ：イヤフォン本体: 約 18× 25 × 17(mm)、イヤフォンケース（充電ケース）：約 38× 72 × 29 (mm)
重量：イヤフォン本体（片耳）:約 5g、イヤフォンケース（充電ケース）：31g
パッケージ寸法：約 105× 100 × 46 (mm)
同梱品：イヤーチップ（S,M,L）、充電用 USB ケーブル、説明書
Zeeny, Spicetone は、日本で登録された Nain Inc.の商標です。
iPhone は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
IOS は、米国およびその他の国における Cisco 社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
Bluetooth は、Bluetooth SIG， Inc. の商標または登録商標です。
「Google」、「Google」ロゴ、「Google マップ」、「Chromecast」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Google Play Music」、
「Google Play Music」ロゴ、「Google Home」、「Google Home」ロゴ、「Google Home Mini」、「Google Home Mini」ロゴ、
「Google アシスタント」、「Android」、「Android」ロゴ、「Gmail」は、Google LLC の商標または登録商標です。
「LINE」は LINE 株式会社の商標または登録商標です。
「Instagram」は、Instagram,LLC の商標または登録商標です。
Qualcomm®は、Qualcomm Incorporated の米国ならびに他の国における登録商標であり、許可のもとに使用されています。
Qualcomm® aptX と Qualcomm® cVc は、Qualcomm Technologies International, Ltd.の米国ならびに他の国における
登録商標であり、許可のもとに使用されています。
その他記載されている商品名、技術名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。

※この製品に関するお問い合わせ先※
ご注文・お支払・納期等のご相談︓ONKYO DIRECT お客様窓口
TEL 050-3388-9422
受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日・指定休業日を除く）
セット内容・仕様・故障等のご相談︓株式会社 ネイン
サポートページ︓https://support.nain.jp
受付時間 10:00～18:00（土・日・祝日を除きます）
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