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全 て は 音 の た め に 。
A K G   P R O F E S S I O N A L  H E A D P H O N E Sは、

極めて微 細な音 声 信 号まで聴き分けなければならないプロフェッショナルのために開 発されました。

華 美な装 飾を抑え、音 質を最 優 先に設 計されたヘッドホンは、

極めて正 確な定 位と奥 行き、精 妙な音 量バランス、高い解 像 度を備えており、

まるで目の前で演 奏を聴いているかのような、正 確 無 比なサウンドを出力します。

全ては音のために。

A K G   P R O F E S S I O N A L  H E A D P H O N E Sは真のプロフェッショナルのためのヘッドホンです。

A b o u t  A K G

AKG（エーケージー）は、1947年にオーストリアのウィーンで設立されました。斬新で科学的なアプローチから生み出さ
れる高品位なマイクロホンやヘッドホンは、豊かな音楽性と精確な電気的特性を両立しています。広大な再現領域と、
細部と全体性の精妙なバランスを備えた製品は、世界中のプロフェッショナルに選ばれています。
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ヘッドホン比較表

�密閉型ヘッドホン

K872 K553 MKII-Y3 K275-Y3 K175-Y3 K271 MKⅡ

構造 密閉型 密閉型 密閉型 密閉型 密閉型
感度（１kHz） 98dB�SPL/mW 109dB�SPL/mW 94dB�SPL/mW 99dB�SPL/mW 91dB�SPL/mW
再生周波数帯域 5Hz〜54kHz 12Hz〜28kHz 16Hz〜28kHz 18Hz〜26kHz 16Hz〜28kHz
インピーダンス 36Ω 32Ω 32Ω 32Ω 55Ω
イヤーパッドのタイプ アラウンドイヤー アラウンドイヤー アラウンドイヤー オンイヤー アラウンドイヤー
イヤーパッドの着脱 ○ ○ ○ ○ ○
ケーブルの着脱 ○ ○ ○ ○ ○

K182 K92 K72 K52

構造 密閉型 密閉型 密閉型 密閉型
感度（１kHz） 97dB�SPL/mW 98dB�SPL/mW 97dB�SPL/mW 95dB�SPL/mW
再生周波数帯域 10Hz〜28kHz 16Hz〜22kHz 16Hz〜20kHz 18Hz〜20kHz
インピーダンス 32Ω 32Ω 32Ω 32Ω
イヤーパッドのタイプ アラウンドイヤー アラウンドイヤー アラウンドイヤー アラウンドイヤー
イヤーパッドの着脱 ○ ○ ○ ○
ケーブルの着脱 ○ × × ×

　オープンエアー型/セミオープンエアー型ヘッドホン

K812 K712 PRO K702 K612 PRO K245-Y3

構造 オープンエアー型 オープンエアー型 オープンエアー型 オープンエアー型 オープンエアー型
感度（１kHz） 96dB�SPL/mW 93dB�SPL/mW 93dB�SPL/mW 92dB�SPL/mW 94dB�SPL/mW
再生周波数帯域 5Hz〜54kHz 10Hz〜39.8kHz 10Hz〜39.8kHz 12Hz〜39.5kHz 15Hz〜25kHz
インピーダンス 36Ω 62Ω 62Ω 120Ω 32Ω
イヤーパッドのタイプ アラウンドイヤー アラウンドイヤー アラウンドイヤー アラウンドイヤー アラウンドイヤー
イヤーパッドの着脱 ○ ○ ○ ○ ○
ケーブルの着脱 ○ ○ ○ × ○

K240 MKⅡ

構造 セミオープンエアー型
感度（１kHz） 91dB�SPL/mW
再生周波数帯域 15Hz〜25kHz
インピーダンス 55Ω
イヤーパッドのタイプ アラウンドイヤー
イヤーパッドの着脱 ○
ケーブルの着脱 ○

P.04

P.07

P.08

P.11

P.09

P.11 P.11

P.10 P.10

P.12

P.05 P.06 P.06 P.07

 2年保証

製品をより長く、より安心してご愛用いただけるように、商品名に「-Y3」を含むモデルには3年間、その他のモデルには2年間の長期保証が付属しています。

※輸入元の保証規定に基づき保証します。  ※オプションは初期不良のみ保証します。

P.09
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オープンエアー型/セミオープンエアー型ヘッドホン

磁束密度1.5T（テスラ）の
強力な磁気回路

空気の流れを制御する
エアフロー・ドーム構造

複合材を使用した
ダイヤフラム

ドライバー正面 ダイヤフラム正面

銅被膜アルミニウムを
使用した2層構造の
ボイスコイル

 2年保証
ヘッドホン

K812 オープンプライス

広大なステレオ音場に精確な音像を描き出す
オープンエアー型ヘッドホンのフラッグシップモデル。

■新設計のドライバーはAKG製品で最大の直径53mmで、磁束密度1.5T(テスラ)の強力
な磁気回路が駆動。広大なダイナミックレンジを得ながら、微細な信号も精確に再現。

■銅被膜アルミニウムを使用した2層構造のボイスコイルを採用。極めて軽量で、強磁力の
磁気回路とあいまって過渡特性が大幅に改善し、再生帯域も5Hz〜54kHzに拡張。

■ダイヤフラムには複合材を使用し、ダンピング性能を格段に向上しながら分割振動を抑
制。また、ダイヤフラムの中心部には、筒状のパーツを近接させたエアフロー・ドーム構造
を設け、ハウジングへ抜ける空気の流れを制御して歪みを一層低減。

■オープンエアー型のハウジングは内部に不要な共鳴が生じず、生演奏を聴いているかの
ように自然な音場を実現。

■ドライバーは感度が高くインピーダンスも36Ωと低いため、ポータブル機器で使用する際
にも上質なモニタリングが可能。

■耳をすっぽりと覆うアラウンドイヤータイプのイヤーパッドは、耳の裏側に接する面積を増
やした立体構造に加えて、耳の周囲と接する面の形状を保持する3Dスローリテンション
技術を採用。頭部側面への圧迫を軽減しながら心地良く密着。また、吸湿性と保湿性に優
れた本革のような質感の機能素材「プロテインレザー」を使用しており、イヤーパッド内
部の湿度を適度に保持。

■ヘッドバンドは、メッシュ構造で蒸れにくく、長さは11段階に調節可能。ハウジングとの連
結部分には、堅牢な金属製の自在継手を採用。自由に動くためハウジングが頭部に対し
て最適な角度を維持。

■全体の部品点数を最小限に抑え、磁気回路にはネオジム磁石を使用するなど、軽量化を
実現。

■筐体は、防錆効果をもつアルマイト処理を施したアルミダイキャスト製で優れた耐久性を
獲得。ケーブルの着脱部分にはLEMOコネクターを採用し信頼性が向上。

■イヤーパッドの形状を長期間に渡り保持する、木製ヘッドホンスタンドが付属。

仕　様  K812

構造 オープンエアー型

感度（1kHz） 96dB�SPL/mW

再生周波数帯域 5Hz〜54kHz

最大許容入力 300mW

インピーダンス 36Ω

イヤーパッド アラウンドイヤー、着脱式、合皮製

入力コネクター 3.5mmステレオ・ミニプラグ
（金メッキ）

ケーブル 着脱式、片出し

質量 398g（除ケーブル）

■交換用イヤーパッド
※要問合せ

■�オプション

■�付属品

■�標準プラグアダプター（ねじ固定式、金メッキ）

■�木製ヘッドホンスタンド

■�ヘッドホンケーブル（3mストレート、OFC）

Open-back/Semi-Open-back
Headphones

オープンエアー型／セミオープンエアー型ヘッドホン
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オープンエアー型/セミオープンエアー型ヘッドホン

 2年保証

MOVEMENT
ZONE

MOVEMENT
ZONE

SOUND ZONE

40µm
80µm

40µm

バリモーション・テクノロジー バリモーション・テクノロジーを
搭載したXXLトランスデューサー

AKGヘッドホン独自のテクノロジー

■�バリモーション・テクノロジー
ダイヤフラムの厚みを中心部と外縁部で変えることで、ダイヤ
フラムの動きを適切に制御する技術です。厚みを持たせた中心
部の「SOUND�ZONE」は、歪みの原因となる分割振動を抑制
し、極めてクリアな高域が得られます。また、薄く加工された外
縁の「MOVEMENT�ZONE」は、高域の出力時には「SOUND�
ZONE」のスムーズな動きをサポート。低域の出力時には
「SOUND�ZONE」と一体となって大型のダイヤフラムのよう
に動作し、迫力のあるサウンドを出力します。
搭載モデル：K712�PRO、K702、K612�PRO、K240�MKⅡ、K271�MKⅡ

■�TWO-LAYERダイヤフラム
振動の減衰特性が異なる2つの素材からできた薄い膜を、組み合わせて接着したダイヤフラムです。高いダンピング（制動）性能を獲得しており、
通常のダイヤフラムでは除去しきれない不必要な振動を減衰。クリアでキレのある中高域再生を実現します。
搭載モデル：K712�PRO、K702、K612�PRO、K240�MKⅡ、K271�MKⅡ

ヘッドホン

K712 PRO オープンプライス

極めて正確で緻密な描写力を備えた
高品位オープンエアー型ヘッドホン。

■原音の再現性を追求した、独自のハウジング構造を採用。目の前で演奏を聴いているか
のように音場が広く、音の定位や奥行きを正確に再現。また、空気の流れを妨げないた
め、ドライバーの再生能力を最大限に引き出すことが可能。

■新開発の高性能ドライバーを搭載し、従来のオープンエアー型ヘッドホンでは再現が難し
かった低域も、鮮明かつ量感豊かに出力。またイヤーパッドには、耳の周りの形状に合わ
せて自在に変形する低反発素材を採用し、ドライバーが発した音を余すことなく鼓膜に届
けることが可能。

■リボン状のワイヤーを使用した「フラットワイヤー・ボイスコイル」を採用し、ボイスコイル
の小型・軽量化に成功。優れた過渡特性を実現しており、微細な電気信号にも俊敏に反
応。マグネットとボイスコイルのギャップを小さくできるため感度も向上。

■ダイヤフラムには、2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造と中
心部と外縁部で厚みを変える独自の「バリモーション・テクノロジー」を採用。高域特性を
維持しながら、ダンパー特性を改善し、分割振動を抑制。

■耳全体を覆う大型のイヤーパッドを搭載し、長時間のモニタリングでも快適な着け心地を
維持。滑らかなベロア素材でできており、上質な肌触りを提供。

■装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。

■ケーブルは着脱式でストレートとカールコードの2種類を同梱。

仕　様  K712 PRO

構造 オープンエアー型

感度（1kHz） 93dB�SPL/mW

再生周波数帯域 10Hz〜39.8kHz

最大許容入力 200mW

インピーダンス 62Ω

イヤーパッド アラウンドイヤー、着脱式、ベロア製

入力コネクター 3.5mmステレオ・ミニプラグ
（金メッキ）

ケーブル 着脱式、片出し

質量 298g（除ケーブル）

■交換用イヤーパッド
※要問合せ

■�オプション

ヘッドホンケーブル（5mカールコード、OFC）
■EK500 S

■�付属品

■�標準プラグアダプター（ねじ固定式、金メッキ）

■�キャリングポーチ

■�ヘッドホンケーブル（3mストレート、OFC）
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オープンエアー型/セミオープンエアー型ヘッドホン

 2年保証ヘッドホン

K702 オープンプライス

ヘッドホン

K612 PRO オープンプライス

微細な音声信号も丁寧に描き出す
オープンエアー型ヘッドホン。

上位機種の性能を受け継ぐ
オープンエアー型ヘッドホンのエントリーモデル。

■長年の研究開発で生み出された独自のオープンエアー型構造を採用し、極めて優れた中
高域の再現性を獲得。一つ一つの音を丁寧に描き出し、残響音さえも余すことなく再現。

■リボン状のワイヤーを使用した「フラットワイヤー・ボイスコイル」を採用し、ボイスコイルの
小型・軽量化に成功。優れた過渡特性を実現しており、微細な電気信号にも俊敏に反応。マ
グネットとボイスコイルのギャップを小さくできるため感度も向上。

■ダイヤフラムには、2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造と中
心部と外縁部で厚みを変える独自の「バリモーション・テクノロジー」を採用。高域特性を
維持しながら、ダンパー特性を改善し、分割振動を抑制（P.05参照）。

■人間工学に基づき立体的にデザインされた「3Dフォーム・イヤーパッド」により、優しく、確
実にフィット。滑らかな肌触りのベロア素材でできており、長時間の使用でも快適。

■装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。

■ケーブルは取り外しができ、簡単に交換可能。

■上位機種にも採用されている独自のハウジング構造により、音の定位や奥行きを正確に
再現。また、空気の流れを妨げないため、ドライバーの再生能力を最大限に引き出すこと
が可能。

■リボン状のワイヤーを使用した「フラットワイヤー・ボイスコイル」を採用し、ボイスコイル
の小型・軽量化に成功。優れた過渡特性を実現しており、微細な電気信号にも俊敏に反
応。マグネットとボイスコイルのギャップを小さくできるため感度も向上。

■ダイヤフラムには、2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造と中
心部と外縁部で厚みを変える独自の「バリモーション・テクノロジー」を採用。高域特性を
維持しながら、ダンパー特性を改善し、分割振動を抑制（P.05参照）。

■耳全体を覆う大型のイヤーパッドを搭載し、長時間のモニタリングでも快適な着け心地を
維持。滑らかなベロア素材でできており、上質な肌触りを提供。

■装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。

仕　様  K702

構造 オープンエアー型

感度（1kHz） 93dB�SPL/mW

再生周波数帯域 10Hz〜39.8kHz

最大許容入力 200mW

インピーダンス 62Ω

仕　様  K612 PRO

構造 オープンエアー型

感度（1kHz） 92dB�SPL/mW

再生周波数帯域 12Hz〜39.5kHz

最大許容入力 200mW

インピーダンス 120Ω

イヤーパッド アラウンドイヤー、着脱式、ベロア製

入力コネクター 3.5mmステレオ・ミニプラグ
（金メッキ）

ケーブル 着脱式、片出し

質量 290g（除ケーブル）

イヤーパッド アラウンドイヤー、着脱式、ベロア製

入力コネクター 3.5mmステレオ・ミニプラグ
（金メッキ）

ケーブル 3mストレート、OFC、片出し

質量 256g（除ケーブル）

■交換用イヤーパッド
※要問合せ

■ヘッドホンケーブル（5mカールコード、OFC）
※要問合せ

■�オプション■�付属品

■�付属品 ■�オプション

ヘッドホンケーブル（3mストレート、OFC）
■EK300

■�標準プラグアダプター（ねじ固定式、金メッキ）

■�標準プラグアダプター（ねじ固定式、金メッキ） ■交換用イヤーパッド
※要問合せ

 2年保証
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オープンエアー型/セミオープンエアー型ヘッドホン

■ヘッドホンケーブル（3mストレート、OFC）
※要問合せ

■交換用イヤーパッド
※要問合せ

■交換用イヤーパッド
※要問合せ

ヘッドホンケーブル（5mカールコード、OFC）
■EK500 S

■�標準プラグアダプター（ねじ固定式、金メッキ）

■�キャリングポーチ

 2年保証

ヘッドホン

K245-Y3 オープンプライス

ヘッドホン

K240 MKⅡ  オープンプライス

原音に忠実で極めて自然なサウンドを出力する
折りたたみ式スタジオヘッドホンの 3 年保証モデル。

優れた音質と快適な装着感を両立した
セミオープンエアー型ヘッドホン。

■ �AKG�が培ってきた技術を惜しみなく投入し、高品質なリファレンス・スタジオモニターの
前に座っているかのような、解像度が高く色付けのない音を実現。

■ �オープンエアーの構造とクラス最大の50mmドライバーにより、原音に忠実で極めて自
然なサウンドを出力。

■ ��自在に可動するイヤーカップと低反発素材のイヤーパッドが耳にしっかりフィットするた
め、ドライバーが発する音を余すところなく鼓膜へ伝達。

■ �新たに「3-AXIS」ヒンジを開発。3軸のヒンジによってイヤーカップをヘッドバンドの内
側に重ねて折りたためるため、厚みを抑えて狭いスペースに収納可能。キャリングポー
チも付属。

■ �人間工学に基づいたデザインと、低反発素材でできた耳全体を包み込むアラウンドイ
ヤータイプのイヤーパッドにより快適な装着感を実現。

■ �装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できる、セルフアジャスト機能を装備。

■ �負荷がかかる部品はすべて鉄製で、優れた耐久性を獲得。ケーブルとイヤーパッドは万
が一破損した場合でも簡単に交換できるので、長期にわたり使用可能。

■ �綿密に計算されたセミオープンエアー型の構造により、極めて抜けのよい自然なサウン
ドを獲得。豊かで締りのある低域と透明感溢れる中高域を出力し、音の定位や奥行きも
リアルに再現。

■ �耳全体を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、長時間使用しても疲れない快適な装着
感を実現。イヤーパッドは合皮製とベロア製を同梱。

■ �プロ用モデルのために開発された「XXLトランスデューサー」を搭載。不要な振動を抑
える独自の「バリモーション・テクノロジー」や「TWO-LAYERダイヤフラム」に加えて、
内部構造の最適化とパーツの吟味を徹底的に行い、繊細な高音から重厚な低音までリ
アルに再現（P.05参照）。

■ �装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。

■ �ケーブルは着脱式でストレートとカールコードの2種類を同梱。

仕　様  K245-Y3

構造 オープンエアー型
感度（1kHz） 94dB�SPL/mW
再生周波数帯域 15Hz〜25kHz
インピーダンス 32Ω
イヤーパッド アラウンドイヤー、着脱式、合皮製

入力コネクター 3.5mmステレオ・ミニプラグ
（金メッキ）

ケーブル 着脱式、片出し
質量 280g(除ケーブル)

仕　様  K240 MKⅡ

構造 セミオープンエアー型
感度（1kHz） 91dB�SPL/mW
再生周波数帯域 15Hz〜25kHz
最大許容入力 200mW
インピーダンス 55Ω

イヤーパッド アラウンドイヤー、着脱式、合皮製
入力コネクター 3.5mmステレオ・ミニプラグ

（金メッキ）
ケーブル 着脱式、片出し
質量 240g（除ケーブル）

■�オプション

■�オプション

■�付属品

■�付属品
ヘッドホンケーブル（3mストレート、OFC）
■EK300

ヘッドホンケーブル（5mカールコード、OFC）
■EK500 S

■ ベロア製イヤーパッド
■ �標準プラグアダプター（ねじ固定式、金メッキ）
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密閉型ヘッドホン

Closed-back Headphones
密閉型ヘッドホン

磁束密度1.5T（テスラ）の
強力な磁気回路

空気の流れを制御する
エアフロー・ドーム構造

複合材を使用した
ダイヤフラム

ドライバー正面 ダイヤフラム正面

銅被膜アルミニウムを
使用した2層構造の
ボイスコイル

 2年保証
ヘッドホン

K872 オープンプライス

高解像度、広帯域、高密度な音声信号を
精確に再現する密閉型ヘッドホンの最高峰。

■オープンエアー型のフラッグシップ「K812」に搭載した最新技術を継承し、密閉型のハ
ウジングに合わせて入念にチューニングを施したAKG史上最高性能の密閉型モニタリン
グ用ヘッドホン。

■ AKG製品で最大となる直径53mmのドライバーを、磁束密度1.5T(テスラ)の強力な磁
気回路で駆動。広大なダイナミックレンジを得ながら、微細な信号も精確に再生。

■銅皮膜アルミニウムを使用した2層構造のボイスコイルを採用。極めて軽量で、強磁力の
磁気回路とあいまって過渡特性が大幅に改善し、再生帯域も5Hz〜54kHzに拡張。

■ダイヤフラムには複合材を使用し、ダンピング性能を格段に向上しながら分割振動を抑
制。また、ダイヤフラムの中心部には、筒状のパーツを近接させたエアフロー・ドーム構造
を設け、ハウジングへ抜ける空気の流れを制御して歪みを一層低減。

■新設計の密閉型ハウジングにより優れた遮音性を獲得し、要求水準が高いシビアなレ
コーディングで活躍。

■ドライバーは感度が高くインピーダンスも36Ωと低いため、ポータブル機器で使用する際
にも上質なモニタリングが可能。

■耳をすっぽりと覆うアラウンドイヤータイプのイヤーパッドは、耳の裏側に接する面積を増
やした立体構造に加えて、耳の周囲と接する面の形状を保持する3Dスローリテンション
技術を採用。頭部側面への圧迫を軽減しながら心地よく密着。また、吸湿性と保湿性に優
れた本革のような質感の機能素材「プロテインレザー」を使用しており、イヤーパッド内
部の湿度を適度に保持。

■ヘッドバンドは、メッシュ構造で蒸れにくく、長さは11段階に調節可能。ハウジングとの連
結部分には、堅牢な金属製の自在継手を採用。自由に動くためハウジングが頭部に対し
て最適な角度を維持。

■筐体は、防錆効果をもつアルマイト処理を施したアルミダイキャスト製で優れた耐久性を
獲得。ケーブルの着脱部分にはLEMO端子を採用し信頼性が向上。

■イヤーパッドの形状を保持しながら持ち運べる専用キャリングケースが付属。

仕　様  K872

構造 密閉型

感度（1kHz） 98dB�SPL/mW

再生周波数帯域 5Hz〜54kHz

最大許容入力 300mW

インピーダンス 36Ω

イヤーパッド アラウンドイヤー、着脱式、合皮製

入力コネクター 3.5mmステレオ・ミニプラグ
（金メッキ）

ケーブル 着脱式、片出し

質量 390g（除ケーブル）
■交換用イヤーパッド

※要問合せ

■�オプション

■�付属品

■�標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)

■�イヤーパッド交換用工具

■�キャリングケース

■�ヘッドホンケーブル(3mストレート、OFC)
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密閉型ヘッドホン

ヘッドホン

K553 MKII-Y3 オープンプライス

ヘッドホン

K275-Y3 オープンプライス

■ �独自のハウジング構造により空気の流れをコントロール。まるでオープンタイプのよう
な透明感のある自然なサウンドを実現し、音の分離や質感はもちろん、定位や奥行き
までも明確に再現。

■ �50mmの大口径ドライバーを採用し、低域の再現性能が大幅に向上。再生帯域は
12Hzまで伸び、音の輪郭も正確に把握可能。

■�ドライバーは感度が高くインピーダンスも32Ωと低いため、ポータブル機器で使用す
る際にも上質なモニタリングを実現。

■ �耳全体をすっぽりと包み込む大型のイヤーパッドを採用し快適な着け心地を約束。優
れた遮音性能を確保しながらも疲れにくく、長時間のレコーディングに最適。

■ �ヘッドバンドの長さは13段階に調整でき、最適な位置に固定可能。

■ �様々な耐久テストを行い、過酷な使用環境にも耐える高い堅牢性を獲得。

■ �ケーブルは取り外しでき、万が一の断線時も交換が簡単。イヤーパッドも交換が可能。

■ �イヤーカップを回転させて薄くコンパクトにできるので、持ち運びや保管が容易。

■ �AKG�が培ってきた技術を惜しみなく投入し、高品質なリファレンス・スタジオモニター
の前に座っているかのような、解像度が高く色付けのない音を実現。

■�クラス最大の50mmドライバーを搭載し、ヘッドホンの枠を超えた精確で力強い低域
を出力。

■ �自在に可動するイヤーカップと低反発素材のイヤーパッドが耳にしっかりフィットする
ため、ドライバーが発する音を余すところなく鼓膜へ伝達。

■ �遮音性能が高くレコーディングはもちろんPAでも活躍。

■ �新たに「3-AXIS」ヒンジを開発。3軸のヒンジによってイヤーカップをヘッドバンドの
内側に重ねて折りたためるため、厚みを抑えて狭いスペースに収納可能。キャリング
ポーチも付属。

■ �人間工学に基づいたデザインと、低反発素材でできた耳全体を包み込むアラウンドイ
ヤータイプのイヤーパッドにより快適な装着感を実現。

■ �装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できる、セルフアジャスト機能を装備。

■ �負荷がかかる部品はすべて鉄製で、優れた耐久性を獲得。ケーブルとイヤーパッドは
万が一破損した場合でも簡単に交換できるので、長期にわたり使用可能。

原音の再現性を追求した
プロ用密閉型スタジオヘッドホンの 3 年保証モデル。

大型ドライバーを搭載し、精確で力強い低域を再現する
折りたたみ式スタジオヘッドホンの 3 年保証モデル。

仕　様  K553 MKII-Y3

構造 密閉型
感度（1kHz） 109dB�SPL/mW
再生周波数帯域 12Hz〜28kHz
最大許容入力 200mW
インピーダンス 32Ω

イヤーパッド アラウンドイヤー、着脱式、合皮製

入力コネクター 3.5mmステレオ・ミニプラグ
(金メッキ)

ケーブル 着脱式、片出し

質量 316g(除ケーブル)

仕　様  K275-Y3

構造 密閉型
感度（1kHz） 94dB�SPL/mW
再生周波数帯域 16Hz〜28kHz
インピーダンス 32Ω
イヤーパッド アラウンドイヤー、着脱式、合皮製

入力コネクター 3.5mmステレオ・ミニプラグ
（金メッキ）

ケーブル 着脱式、片出し

質量 284g（除ケーブル）
■交換用イヤーパッド

※要問合せ

■交換用イヤーパッド
※要問合せ

■�オプション

■�オプション

■�付属品

■�付属品

ヘッドホンケーブル（5mカールコード、OFC）
■EK500 S

ヘッドホンケーブル（5mカールコード、OFC）
■EK500 S

■�標準プラグアダプター（ねじ固定式、金メッキ）

■�標準プラグアダプター（ねじ固定式、金メッキ）

■�キャリングポーチ

■ヘッドホンケーブル（3mストレート、OFC）
※要問合せ

■ヘッドホンケーブル（3mストレート、OFC）
※要問合せ
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密閉型ヘッドホン

 2年保証
ヘッドホン

K271 MKⅡ オープンプライス

仕　様  K271 MKⅡ

構造 密閉型
感度（1kHz） 91dB�SPL/mW
再生周波数帯域 16Hz〜28kHz
最大許容入力 200mW
インピーダンス 55Ω

イヤーパッド アラウンドイヤー、着脱式、合皮製
入力コネクター 3.5mmステレオ・ミニプラグ

（金メッキ）

ケーブル 着脱式、片出し
質量 240g（除ケーブル）

色付けのない極めて自然なサウンドが得られる
密閉型ヘッドホン。

■密閉型でありながら透明感のある自然なサウンドを出力。音の分離や質感はもちろん、定位
や奥行きまでも明確に描き出すため、レコーディングはもちろんPAのモニターにも最適。

■密閉型特有の低域の膨らみを低減する「バスチューブ機能」を内蔵。まるでオープン型
ヘッドホンのような、全帯域に渡ってクリアなサウンドを獲得。

■プロ用モデルのために開発された「XXLトランスデューサー」を搭載。不要な振動を抑える
独自の「バリモーション・テクノロジー」や「TWO-LAYERダイヤフラム」に加えて、内部
構造の最適化とパーツの吟味を徹底的に行い、繊細な高音から重厚な低音までリアルに
再現（P.05参照）。

■耳全体を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、快適な装着感と高い遮音性を実現。　
合皮製とベロア製の2種類を同梱しており、好みに応じて選択可能。

■ミュート・スイッチ機能を装備。頭から外すと自動的に出力をミュートして音漏れを防止。

■装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。

■ケーブルは着脱式でストレートとカールコードの2種類を同梱。

■�オプション■�付属品
ヘッドホンケーブル（3mストレート、OFC）
■EK300

ヘッドホンケーブル（5mカールコード、OFC）
■EK500 S

■ ベロア製イヤーパッド
■ �標準プラグアダプター（ねじ固定式、金メッキ）

■交換用イヤーパッド
※要問合せ

ヘッドホン

K175-Y3 オープンプライス

高品質なサウンドを小さく折りたたんで持ち運べる
オンイヤースタジオヘッドホンの 3 年保証モデル。

■ �AKG�が培ってきた技術を惜しみなく投入し、高品質なリファレンス・スタジオモニターの
前に座っているかのような、解像度が高く色付けのない音を実現。

■ �自在に可動するイヤーカップと低反発素材のイヤーパッドが耳にしっかりフィットするた
め、ドライバーが発する音を余すところなく鼓膜へ伝達。

■�コンパクトで持ち運びに便利なオンイヤータイプ。レコーディング・クオリティーのサウン
ドを、どこにでも持ち運ぶことが可能。

■ �新たに「3-AXIS」ヒンジを開発。3軸のヒンジによってイヤーカップをヘッドバンドの内
側に重ねて折りたためるため、厚みを抑えて狭いスペースに収納可能。キャリングポー
チも付属。

■ �遮音性能が高くレコーディングはもちろんPAでも活躍。

■ �人間工学に基づいたデザインと、低反発素材のイヤーパッドにより快適な装着感を実現。

■ �装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できる、セルフアジャスト機能を装備。

■ �負荷がかかる部品はすべて鉄製で、優れた耐久性を獲得。ケーブルとイヤーパッドは万
が一破損した場合でも簡単に交換できるので、長期にわたり使用可能。

仕　様  K175-Y3

構造 密閉型
感度（1kHz） 99dB�SPL/mW
再生周波数帯域 18Hz〜26kHz
インピーダンス 32Ω
イヤーパッド オンイヤー、着脱式、合皮製

入力コネクター 3.5mmステレオ・ミニプラグ
（金メッキ）

ケーブル 着脱式、片出し
質量 244g（除ケーブル） ■交換用イヤーパッド

※要問合せ

ヘッドホンケーブル（5mカールコード、OFC）
■EK500 S

■�標準プラグアダプター（ねじ固定式、金メッキ）

■�キャリングポーチ

■�オプション■�付属品
■ヘッドホンケーブル（3mストレート、OFC）

※要問合せ
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密閉型ヘッドホン

■交換用イヤーパッド
※要問合せ

■�オプション

 2年保証ヘッドホン

K182 オープンプライス

■ �大口径の50mmドライバーを搭載。再生帯域は10Hz〜28kHzにまでおよび、原音
の迫力をそのまま再現する優れた再生能力を獲得。

■ 最大許容入力は500mWを達成し、様々なジャンルに対応。遮音性にも優れており、
大音量が鳴り響く過酷な環境でも確実なモニタリングが可能。

■ドライバーは感度が高くインピーダンスも32Ωと低いため、携帯音楽プレーヤーでの
リスニングでも優れた性能を発揮。

仕　様  K182

構造 密閉型

感度（1kHz） 97dB�SPL/mW

再生周波数帯域 10Hz〜28kHz

最大許容入力 500mW

インピーダンス 32Ω

イヤーパッド アラウンドイヤー、着脱式、合皮製

入力コネクター 3.5mmステレオ・ミニプラグ
（金メッキ）

ケーブル 着脱式、片出し

質量 255g（除ケーブル）

原音の迫力をそのまま伝える
装着感に優れた折りたたみ式モニターヘッドホン。

■�付属品
ヘッドホンケーブル（3mストレート、OFC）
■EK300

■ 標準プラグアダプター（ねじ固定式、金メッキ）
■ �キャリングポーチ

■ヘッドホンケーブル（5mカールコード、OFC）
※要問合せ

ヘッドホン

K92 オープンプライス

■�付属品

■ �エントリークラスながらも、上位機種譲りの高品位なAKGサウンドを継承。フラットな
特性を実現し、原音をありのままに出力。

■ �耳を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、圧迫感の少ない優れた装着感を実現。

■ �装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。

仕　様  K92

構造 密閉型

感度（1kHz） 98dB�SPL/mW

再生周波数帯域 16Hz〜22kHz

最大許容入力 200mW

インピーダンス 32Ω

イヤーパッド アラウンドイヤー、着脱式、合皮製

入力コネクター 3.5mmステレオ・ミニプラグ
(金メッキ)

ケーブル 3mストレート、OFC、片出し

質量 200g（除ケーブル）

エントリークラスながらも
上位機種譲りの音質を継承した密閉型ヘッドホン。

■ 標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ) ■交換用イヤーパッド
※要問合せ

■�オプション

 2年保証

ヘッドホン

K72 オープンプライス

■ �チューニングを施すことで、低域の再生能力が弱いヘッドホンの短所を補正。エント
リーモデルでありながら、バランスの良い自然な音質を実現。

■ �耳を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、上位機種譲りの優れた装着感を実現。

■ �装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。

仕　様  K72

構造 密閉型

感度（1kHz） 97dB�SPL/mW

再生周波数帯域 16Hz〜20kHz

最大許容入力 200mW

インピーダンス 32Ω

イヤーパッド アラウンドイヤー、着脱式、合皮製

入力コネクター 3.5mmステレオ・ミニプラグ

ケーブル 3mストレート、OFC、片出し

質量 200g（除ケーブル）

チューニングにより低域の再生能力を補正し
バランスの良い自然な音質を実現。

■�付属品
■ 標準プラグアダプター(ねじ固定式) ■交換用イヤーパッド

※要問合せ

■�オプション

 2年保証
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密閉型ヘッドホン

 2年保証ヘッドホン

K52 オープンプライス

■ �AKGヘッドホンの優れた音質をコストパフォーマンス高く実現。DTMはもちろんリ
スニング用途にも手軽に導入可能。

■ �耳を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、上位機種譲りの優れた装着感を実現。

■ �装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。

仕　様  K52

構造 密閉型

感度（1kHz） 95dB�SPL/mW

再生周波数帯域 18Hz〜20kHz

最大許容入力 200mW

インピーダンス 32Ω

イヤーパッド アラウンドイヤー、着脱式、合皮製

入力コネクター 3.5mmステレオ・ミニプラグ

ケーブル 3mストレート、OFC、片出し

質量 200g（除ケーブル）

AKG サウンドを手軽に導入できる
密閉型ヘッドホンのエントリーモデル。

■�付属品
■ 標準プラグアダプター(はめ込み式) ■交換用イヤーパッド

※要問合せ

■�オプション

●商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用
済み機器の引き取りに掛かる費用は含まれておりません。●商品写真は、実際の商品と一部異なる場合があります。●掲載
内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を
負いかねます。●記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。

イヤホン

 2年保証イヤホン

IP2 オープンプライス

■ �ミュージシャンがステージで演奏音を聴き取るために開発されたカナル型を採用。
優れた音質と高い遮音性により、様々な音が大音量で鳴り響くステージ上でも正確
なモニタリングが可能。

■ �イヤホンとは思えない輪郭のある低域と色付けのない自然な中高域を出力。再生
帯域は12Hz〜23.5kHzにもおよび、原音を忠実に再現。

■ �優れた遮音性を備えており、騒がしい環境でも音の細部まで明瞭に聴き取ることが
可能。必要以上に音量を上げる必要がないので耳への負担も軽減。

■ �快適な着け心地と高い遮音性を実現するシリコン製イヤーチップを採用。S、M、L
の3サイズが付属。

■ �携帯音楽プレイヤーにも対応する低インピーダンス設計。

プロのモニター用に開発された
高音質・高遮音性イヤホン。

仕　様  IP2

ドライバー ダイナミック型

感度（1kHz） 103dB�SPL/mW

再生周波数帯域 12Hz〜23.5kHz

最大許容入力 20mW

インピーダンス 16Ω

入力コネクター 3.5mmステレオ・ミニプラグ
（金メッキ、L字形）

ケーブル長 約1.2m

質量 3g（除ケーブル）

■�付属品
■ イヤーチップ（S、M、L）
■ 保護ケース
■ �キャリングポーチ


