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株式会社アユート（代表取締役社長 渡辺慎一、本社：東京都、以下アユート）は、iriver 社のハイレゾオーディオブランド

「Astell&Kern(アステルアンドケルン)」シリーズの内、AK240 用にオリジナルチューニングを施した JH Audio と Astell&Kern のコ

ラボブランド製品、『Astell&Kern AKR03』を発表いたします。イヤモニの神様として約 20 年間革新的なカスタムイヤホンを製作し続

けている、JH Audio のジェリー・ハービー氏により同社のユニバーサルもモデル、「ROXANNE（ロクサーヌ）」をベースに AK240 向

けの絶妙なチューニングを施し、更に標準同梱の 3.5 ㎜イヤホンケーブルの他、AK240 用 2.5 ㎜ 4 極バランスケーブルを付属してい

ますので、AK240 最大の特長の一つであるバランス駆動を楽しむことが可能です。AKR03 は、フェイスプレートにカーボン素材を採

用し、R 側には ROXANNEのロゴ、L 側には Astell&Kern の「A」ロゴをプリントしています。内部の機構は SoundrIVe と名付けられ

た独自のミニ・クワッドドライバを採用し、高域・中域・低域に各 4 つのドライバーから成る、「トリプルクワッドドライバー」は片側

のイヤホンだけで合計 12 個のドライバーが搭載されています。また、この多数のドライバーの各帯域の位相を正確に制御する独自技

術「FreqPhase」により、より原音に忠実な再生を可能とします。コネクタ部には独自の 4pin 端子を採用しています。オリジナルのア

ルミキャリングケースにも Astell&Kern とジェリー・ハービー Roxanne ロゴがプリントされています。 

Astell&Kern AKR03 は、2014 年 5月 10 日(土)より iriver 直販 e ストアも兼ねている「アキハバラ e 市場

（http://www.akiba-eshop.jp/）」及び、アキハバラ e 市場楽天市場支店（http://www.rakuten.co.jp/akiba-eshop/）、フジヤエービ

ック、e イヤホンにて順次発売をいたします。直販予定価格は、169,800 円(税込)です。 

尚、2014 年 5 月 10 日（土）・５月 11 日（日）と 2 日間サンプラザ中野で開催される世界最大級のヘッドホン展示会「春のヘッドホ

ン祭 2014(http://www.fujiya-avic.jp/user_data/headphone_fes.php) 」にて試聴も可能です。 

 

アユートは今後も積極的にユーザーの声に耳を傾け、日本市場において多岐にわたるポータブルデバイスのラインアップ拡充、「iriver」

及び「Astell&Kern」ブランド認知の拡大、および市場シェア獲得、オーディオ市場活性化の為、戦略的に製品投入を図ってまいります。 

 

 
 
 

 

製品内容 

型番 AKR03-BLK 

Astell&Kern AK240 をリファレンスとしてチューニングを施した、 

イヤモニの神様による超弩級のプレミアムモデル 

「Astell&Kern AKR03」 

2014 年 5 月 2 日（金）先行予約開始、2014年 5 月 10 日(土)より限定少数で発売開始!!  

http://www.iriver.jp/
http://www.akiba-eshop.jp/
http://www.rakuten.co.jp/akiba-eshop/
http://www.fujiya-avic.jp/user_data/headphone_fes.php


JAN（EAN） 4549325006916 

ファイスプレート素材 カーボン 

ドライバー ミニクワッドドライバー x 12 (片側) 

イヤホンケーブル 3.5m アンバランス x 1 / 2.5mm バランス x 1 

周波数特性 10Hz ~23KHz 

入力感度 119dB@1mW 

インピーダンス 15Ω 

遮音性 -26dB 

直販価格（税込） ¥169,800 

発売日 2014 年 5 月 10 日(土) 

 

Astell&Kern AKR03 の主な特長 

■Astell&Kern x JH Audio のパートナーシップモデル 
イヤモニの神様で著名な、JH Audio のジェリー・ハービー氏と

Astell&Kern がコラボしたことによって生み出されたモデルが、

Astell&Kern AKR03 です。ジェリー・ハービー氏自身も AK120 及び

AK240 をリファレンスプレイヤーとして使用しており、JH Audio の新

製品である、「ROXANNE」のユニバーサルモデルをベースに

Astell&Kern AK240 の周波数特性や出力インピーダンス、音色を考慮

し、AK240 の魅力を最大限発揮できるようにチューニングされた前代

未聞のブランドパートナーシップ製品です。その象徴としてカーボンを

使用したイヤホンのフェイスプレートの左右には各々のロゴがプリン

トされています。 

 

 

■音の幅を広げる『SoundrIVe』 技術 

AKR03 には、ミニクワッドドライバーを搭載させる最新の独自技術、

「SoundrIVe」が採用されています。高域・中域・低域各帯域に 4

つのドライバーから構成されたトリプルクワッドドライバー(片側、

合計 12 個)により、かつてないほどのワイドレンジなサウンドを奏で

てくれます。 

■音の質を高める『FreqPhase 』技術 
JH Audio の独自技術であり、サウンドクオリティを支える

「FreqPhase」は、各帯域の位相を極限まで正確に制御し、アーティ

スが伝えたい細やかな表現を忠実に再現します。 

 

 

 

 
 
■Variable BASS output Adjustable Cable 
楽曲やユーザーの好みに合わせて低域の周波数特性を制御す

ることができる JH Audio の独自技術です。付属のドライバ

ーを使用して、調整することができます。低域の制御可能幅

は(0～ +15dB)、周波数特性は、フラットな低域から最大＋

15dB(10hz ~100Hz)の範囲で調整が可能です。 

 
 
■4pin コネクタとアルミロッ留め具 
独自開発の４pin コネクタと、アルミ素材のロック留め具を

採用しています。 

イヤホン本体との確実な接続と共に、汗や塵などからイヤー

ピースを守ってくれます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
■AK240 のためのバランスケーブルを標準同梱 
AKR03 には、3.5 ㎜のイヤホンケーブルはもちろん、AK240 の最大の特長の１つでもある 2.5 ㎜ 4 極バランス端子に

対応したバランスケーブルも付属しています。バランスケーブルを使用することで、さらに上質なサウンドを体感いただ

けます。 

 

<パッケージ内容> 

・製品本体 

・2.5 ㎜バランスケーブル(With Variable Bass Output) 

・3.5 ㎜イヤホンケーブル(With Variable Bass Output) 

・プレミアムアルミキャリングケース 

・ミニドライバー(低域調整用工具) 

・イヤーチップ(コンプライ) 

・製品マニュアル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【株式会社アユート 会社概要】 

会社名：株式会社アユート 所在地：東京都千代田区神田紺屋町 15 神田ＴKM ビル 4F 代表者：代表取締役社長 渡辺 慎一 事業内

容：パソコン本体及び周辺機器の流通（卸売り）事業、コンピューター機器、周辺機器の製造・販売輸出入業および日本国内での iriver、

Lyumo ブランドをはじめとするポータブルデバイスの企画、販売、マーケティング、ユーザーサポート。 設立：平成 8 年 5 月 資

本金：7,000 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売受け付けはこちら 

<アキハバラ e 市場> 

http://www.akiba-eshop.jp/item/4549325006916.html 

 

<アキハバラ e 市場 楽天市場支店> 

http://item.rakuten.co.jp/akiba-eshop/4549325006916/ 

 

<製品紹介 URL> 

http://www.iriver.jp/products/product_99.php 

http://www.akiba-eshop.jp/item/4549325006916.html
http://item.rakuten.co.jp/akiba-eshop/4549325006916/


 

 

 

 

 

お客様からのお問い合わせ先 

 

 

アイリバーサポートセンター 

月曜～金曜 10:00～18:00 （祝祭日および年末年始を除く） 

ナビダイヤル： 0570-002-220 

 

E-mailでのお問い合わせは、ホームページのメールフォームをご利用ください 

http://www.iriver.jp/support/inquiry/ 


