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新シリーズや人気製品姉妹モデルが続々登場 

インナーイヤーヘッドホン ZERO BASS / CARBO MEZZO / WHITE TENORE を発売 

ハイレゾ対応モデルや異なるフォルム、アレンジで充実のラインナップ 

 

協和ハーモネット株式会社（本社：京都府京都市伏見区 代表取締役社長：山口孝士）は、このたび ZERO AUDIO（ゼロ

オーディオ）ブランドに新シリーズ ZERO BASS(ゼロベース)を加え ZB-01、ZB-02、ZB-03 の 3製品を、また、人気の

CARBO（カルボ）シリーズからはシリーズ初のハイレゾ対応モデル CARBO MEZZO（カルボ メッツォ）/ZH-DX220-CM

と、ボディーに新素材 FRP とホワイトカラーを採用した WHITE TENORE（ホワイト テノーレ）/ZH-DX201-WT を、

2016年 8 月中旬より全国の専門店および ZERO AUDIOオンラインショップ（http://zeroaudio.jp）にて順次発売しま

す。 

 

ZERO BASSシリーズは、ZERO AUDIO が新たに提案するベースサウンドが特長のカジュアルなインナーイヤーステレオ

ヘッドホンです。ダイナミック型ファインチューンド・ドライバーを搭載したハイレゾ対応の ZB-03は、のびやかで繊細

なハイレゾ音源を忠実かつ臨場感豊かに再現し、同型パワーチューンド・ドライバーを搭載した ZB-01 と ZB-02 は、ゼ

ロのパワフルなベースサウンドをグル―ヴィーに表現します。 

 

ZB-03 の本体には制振性に優れた削り出しフルアルミボディーの流面

フォルムにベイキングフィニッシュを施し、リアエンクロージャーには

精悍なパンチングメタルをまとったバスブーストポートを配置。ハイレ

ゾ対応のベースサウンドアレンジと深みある艶やかな仕上げを両立さ

せました。 

 

 

ZB-01 の本体には削り出しフルアルミボディーにケーブルをオフセッ

トレイアウトした OSR（Offset Strain Relief）デザインを採用し、

ZB-02 には削り出しアルミボディーにケーブルをサイドにレイアウト

した SSR（Side Strain Relief）デザインを採用することで最適なウェ

イトバランスで安定した装着感を実現しました。 

 

 
※画像は ZB-03JB 

http://zeroaudio.jp/


カラーは ZB-03 が 2色、ZB-02 は 3色、ZB-01は 4 色ラインナップし、それぞれのカラーにマッチする強力マグネット

付きヘッドホンクリップを標準添付しました。 

 

 

CARBO MEZZO/ZH-DX220-CM は、のびやかで繊細なハイレゾ音源を忠実かつ臨場感豊かにあますところなく再現する

ダイナミック型ファインチューンド・ドライバーを搭載した、CARBO シリーズ初のハイレゾ対応インナーイヤーステレ

オヘッドホンです。高強度、制振性にすぐれたカーボンと削り出しアルミとの複合強化ボディー「コンポジットハウジン

グ」に、リアエンクロージャーには精悍なパンチングメタルをまとったバスブーストポートを配置することで、パワフル

で深みある重低音を再生します。 

 

 

 

 

※画像は ZB-01RB ※画像は ZB-02RD 



WHITE TENORE / ZH-DX201-WT は数多くのご要望を受けて製品化に漕ぎつけた CARBO TENOREの「ホワイトセレ

クション」です。表情豊かな中低域再生を得意とする 5.78mm超小型マイクロドライバーユニットを搭載し、タイトでバ

ランスよい音を実現させたほか、遮音性やフィット感にも定評があります。本体の中心にシルバーの平織模様が美しい FRP

を配し、削り出しアルミとの複合強化ボディーとすることで共鳴振動を抑え、スピーカーの性能を余すところなく発揮さ

せます。本体からコードにいたるまでホワイトとシルバーのコントラストが美しい仕上げとなっており、人気の強力マグ

ネット付きヘッドホンクリップのホワイトを標準添付しました。 

 

 

 

 

 

 

 

全製品とも耳に心地よくフィットする 3 サイズ（S/M/L）のシリコンイヤーピースを付属しています。 

 

ZERO BASSシリーズ 

■商品概要 

 

品名 品番/JAN コード 発売日 本体希望小売価格 

ステレオヘッドホン ZB-03JB / 4930393700637 9 月中旬 オープン価格※ 

ステレオヘッドホン ZB-03SW / 4930393700644 9 月中旬 オープン価格※ 

ステレオヘッドホン ZB-02BK / 4930393700606 9 月中旬 オープン価格※ 

ステレオヘッドホン ZB-02RD / 4930393700613 9 月中旬 オープン価格※ 

ステレオヘッドホン ZB-02GR / 4930393700620 9 月中旬 オープン価格※ 

ステレオヘッドホン ZB-01BK / 4930393700569 9 月中旬 オープン価格※ 

ステレオヘッドホン ZB-01RB / 4930393700576 9 月中旬 オープン価格※ 

ステレオヘッドホン ZB-01RW / 4930393700583 9 月中旬 オープン価格※ 

ステレオヘッドホン ZB-01WH / 4930393700590 9 月中旬 オープン価格※ 

※予想実売価格は ZB-03 が 5,000円前後、ZB-02、ZB-01がともに 3,500円前後 



■ハイレゾ対応モデル ZB-03の主な特長 

1.迫力のダイナミック・スピーカー  

ファインチューンド・ドライバーをマウント。のびやかで繊細なハイレゾ音源を忠実かつ臨場感豊かにあますところなく

再現します。 

 

2.バスブーストポート  

リアエンクロージャーには精悍なパンチングメタルをまとったバスブーストポートを配置。ゼロのパワフルなベースサウ

ンドをグル―ヴィーに再生します。 

 

3.ベイキングフィニッシュ削り出しフルアルミボディー  

制振性に優れた削り出しフルアルミボディーと、その流面フォルムに映えるベイキングフィニッシュの深みある艶やかな

輝きが高級感を演出しています。 

 

4.OFCを使用したフレキシブルケーブルによるクリアーな音源伝送 

高純度の OFC（Oxygen Free Copper：無酸素銅）を採用。プレーヤーからヘッドホンまでの信号伝送ロスを抑え、音の

劣化を防止しました。ケーブル表面にも高級感をもたせ、取り回しの良さにおいても充分な品質を保っています。プレー

ヤーとの接続部には実用性、耐久性にすぐれた L型プラグを採用しています。 

 

5.ヘッドホンクリップ＆からまり防止スライダー 

オーバーヘッド型ヘッドホンをモチーフにしたシリコン製のマグネットクリップが標準添付されています。強力マグネッ

ト付きでコードを束ねて簡単にまとめることができ、スチール家具にもピタッと取りつけられます。さらに、コードのか

らまりを防止し衣服などに触れたときのタッチノイズを低減する「からまり防止スライダー」をマグネットクリップと併

用することで、まとわりつきを防ぎ、安定性、信頼性も高めています。 

 

6.高級感あるカラーバリエーション 

カラーバリエーションはピアノフィニッシュのジェットブラック（JB）と、涼感あるクールなスペースホワイト（SW）

の 2 色をラインナップし、シリーズ最上位モデルとして落着きある存在感を持たせています。 



■ZB-02,ZB-01の主な特長 

1.パワーチューンド・ドライバー  

パワーチューンド・ドライバーをマウント。ゼロのパワフルなベースサウンドをグル―ヴィーに再生します。 

 

2.削り出しアルミニウムボディーとワイドシリンダー構造  

優れた制振性の削り出しアルミニウムボディーとワイドシリンダー構造によりキレのあるシャープな重低音を実現します。 

 

3.OSR & SSR デザイン  

ZB-01 の本体にはケーブルをオフセットレイアウトした OSR（Offset Strain Relief）デザインを、ZB-02にはケーブル

をサイドにレイアウトした SSR（Side Strain Relief）デザインを採用することにより最適なウェイトバランスで安定した

装着感を実現しました。 

 

4.OFCを使用したフレキシブルケーブルによるクリアーな音源伝送 

高純度の OFC（Oxygen Free Copper：無酸素銅）を採用。プレーヤーからヘッドホンまでの信号伝送ロスを抑え、音の

劣化を防止しました。プレーヤーとの接続部には実用性、耐久性にすぐれた L 型プラグを採用しています。ZB-01にはフ

ラットコードを、ZB-02 にはパラレルコードを採用し、カジュアルなテイストをカラフルに演出しています。 

 

5.ヘッドホンクリップ＆からまり防止スライダー 

オーバーヘッド型ヘッドホンをモチーフにしたシリコン製のマグネットクリップが同梱されています。強力マグネット付

きでコードを束ねて簡単にまとめることができ、スチール家具にもピタッと取りつけられます。さらに、コードの絡まり

を防止し衣服などに触れたときのタッチノイズを低減する「からまり防止スライダー」をマグネットクリップと併用する

ことで、まとわりつきを防ぎ、安定性、信頼性も高めています。 

 

6.ポップなカラーバリエーション 

カラーバリエーションはボディーやコードをトータルコーディネートし、ZB-02 が 3 色、ZB-01 は 4 色でのラインナッ

プ。ビビットでクールなバリエーションからお選びいただけます。 

 

 

 

  



【仕様】 

ZB-03 

型式：ダイナミック・スピーカー 

プラグ：3.5mm 金メッキ・ステレオ・ミニプラグ［L型］  

コード：OFC コード 1.2m［Y 型］  

質量： 4.5g（コード除く）  

出力音圧レベル： 104dB / 1mW 

再生周波数帯域：6Hz～40,000Hz 

最大入力： 200mW 

インピーダンス：16Ω 

付属品：シリコンイヤーピース（S・M・L サイズ各 2個、Mサイズは出荷時本体に装着されています），ヘッドホンクリップ 

※本製品は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠しています。 

 

ZB-02 

型式：ダイナミック・スピーカー 

プラグ：3.5mm 金メッキ・ステレオ・ミニプラグ［L型］  

コード：OFC コード 1.2m［Y 型］  

質量： 4.7g（コード除く）  

出力音圧レベル： 101dB / 1mW 

再生周波数帯域：6Hz～39,000Hz 

最大入力： 200mW 

インピーダンス：16Ω 

 

 

 

 

付属品：シリコンイヤーピース（S・M・L サイズ各 2個、Mサイズは出荷時本体に装着されています），ヘッドホンクリップ 

 

ZB-01 

型式：ダイナミック・スピーカー 

プラグ：3.5mm 金メッキ・ステレオ・ミニプラグ［L型］  

コード：OFC コード 1.2m［Y 型］  

質量： 5.9g（コード除く）  

出力音圧レベル： 101dB / 1mW 

再生周波数帯域：6Hz～39,000Hz 

最大入力： 200mW 

インピーダンス：16Ω 

 

 

 

 

 

 

<ブラック / BK> <レッド＆ブラック / RB> <レッド＆ホワイト / RW> <ホワイト / WH> 

<ブラック / BK> <レッド / RD> <グリーン / GR> 

<ジェットブラック / JB> <スペースホワイト / SW> 



付属品：シリコンイヤーピース（S・M・L サイズ各 2個、Mサイズは出荷時本体に装着されています），ヘッドホンクリップ 

※当シリーズに付属のヘッドホンクリップの内部には強力な磁石が入っています。ご使用の前には取扱説明書に記載の「ご使用上の注意」

を必ずお読みください。 

※当シリーズのボディカラーは、撮影および表示画面の関係で実際の色と異なって見えることがあります。 

※当シリーズの仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。 

 

CARBOシリーズ 

■商品概要 

 

品名 品番/JAN コード 発売日 本体希望小売価格 

ステレオヘッドホン ZH-DX220-CM / 4930393700552 9 月中旬 オープン価格※ 

ステレオヘッドホン ZH-DX201-WT / 4930393700545 8 月中旬 オープン価格※ 

※予想実売価格は ZH-DX220-CM が 6,500 円前後、ZH-DX201-WT が 5,000円前後 

 

■ハイレゾ対応モデル CARBO MEZZO / ZH-DX220-CMの主な特長 

1.迫力のダイナミック・スピーカー  

ファインチューンド・ドライバーをマウント。のびやかで繊細なハイレゾ音源を忠実かつ臨場感豊かにあますところなく

再現します。 

 

2.バスブーストポート  

リアエンクロージャーには精悍なパンチングメタルをまとったバスブーストポートを配置することで、パワフルで深みあ

る重低音を再生します。 

 

3. 複合強化ボディー「コンポジットハウジング」  

軽量、高強度でかつ制振性にすぐれたカーボンファイバーと削り出しアルミニウムによる２重制振構造の複合強化ボディ

ー「コンポジットハウジング」を採用することにより、不要な共鳴振動を抑制してドライバーユニットの性能を最大限に

引き出します。 

 

4.リアルカーボンの素材美が魅せる重低音 

低音重視の音づくりによくありがちな濁りやこもりといったウィークポイントを補うために中高域までクリアーに聞こえ



ることにこだわってドライバーユニットや構成パーツの選択を進めました。その結果、カーボンの織りなす繊細で上品な

イメージのままにクリアーな大人の重低音を実現することができました。 

 

5.タフでフレキシブルなOFCフラットコードによるクリアーな音源伝送 

高純度の OFC（Oxygen Free Copper：無酸素銅）を採用。プレーヤーからヘッドホンまでの信号伝送ロスを抑え、音の

劣化を防止しました。フレキシブルでありながらコシのあるタフなフラットコードを採用することで、ケーブル表面の高

級感はもちろん取り回しの良さにおいても充分な品質を保っています。プレーヤーとの接続部には実用性、耐久性にすぐ

れた L型プラグを採用しています。 

 

6.からまり防止スライダー 

コードの絡まりを防止し衣服などに触れたときのタッチノイズを低減する「からまり防止スライダー」を採用。まとわり

つきを防ぎ、安定性、信頼性も高めています。 

 

■WHITE TENORE / ZH-DX201-WTの主な特長 

 

1. 5.78mm超小型マイクロドライバー 

表情豊かな中低域再生を得意とする 5.78mm超小型マイクロドライバーユニットを搭載し、タイトでバランスよい音を実

現しました。 

 

2. 複合強化ボディー「コンポジットハウジング」を採用 

軽量、高強度でかつ制振性にすぐれた FRP と削り出しアルミニウムによる２重制振構造の複合強化ボディー「コンポジッ

トハウジング」を採用することにより、不要な共鳴振動を抑制してドライバーユニットの性能を最大限に引き出します。 

 

3.素材美が魅せる上質の音 

低域はもちろんのこと、中高域までクリアーに聞こえることにこだわってドライバーユニットや構成パーツの選択を進め

ました。その結果、シルバーの平織模様が美しい FRPの繊細で上品なイメージのままにクリアーな上質の音を実現するこ

とができました。 

 

4.OFCを使用したフレキシブルケーブルによるクリアーな音源伝送 

高純度の OFC（Oxygen Free Copper：無酸素銅）を採用。プレーヤーからヘッドホンまでの信号伝送ロスを抑え、音の

劣化を防止 しました。ケーブル表面も高級感をもたせ、取り回しの良さにおいても充分な品質を保っています。プレー

ヤーとの接続部には実用性、耐久性にすぐれた L型プラグを採用しました。 



5.ヘッドホンクリップ＆からまり防止スライダー 

オーバーヘッド型ヘッドホンをモチーフにしたシリコン製のマグネットクリップが標準添付されています。強力マグネッ

ト付きでコードを束ねて簡単にまとめることができ、スチール家具にもピタッと取りつけられます。さらに、コードの絡

まりを防止し衣服などに触れたときのタッチノイズを低減する「からまり防止スライダー」をマグネットクリップと併用

することで、まとわりつきを防ぎ、安定性、信頼性も高めています。 

 

【仕様】 

CARBO MEZZO / ZH-DX220-CM 

型式：ダイナミック・スピーカー 

プラグ：3.5mm 金メッキ・ステレオ・ミニプラグ［L型］  

コード：OFC コード 1.2m［Y 型］  

質量： 4.2g（コード除く）  

出力音圧レベル： 101dB / 1mW 

再生周波数帯域：6Hz～40,000Hz 

最大入力： 150mW 

インピーダンス：16Ω 

 

付属品：シリコンイヤーピース（S・M・L サイズ各 2個、Mサイズは出荷時本体に装着されています），キャリングバッグ 

※本製品は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠しています。 

 

WHITE TENORE / ZH-DX201-WT 

型式：ダイナミック・スピーカー 

プラグ：3.5mm 金メッキ・ステレオ・ミニプラグ［L型］  

コード：OFC コード 1.2m［Y 型］  

質量： 3.2g（コード除く）  

出力音圧レベル： 102dB / 1mW 

再生周波数帯域：8Hz～24,000Hz 

最大入力： 150mW 

インピーダンス：16Ω 

 

付属品：シリコンイヤーピース（S・M・L サイズ各 2個、Mサイズは出荷時本体に装着されています），ヘッドホンクリップ 

※当シリーズのボディカラーは、撮影および表示画面の関係で実際の色と異なって見えることがあります。 

※当シリーズの仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

報道関係者様向けお問い合わせ先 

協和ハーモネット株式会社 ゼロオーディオ担当 中村 

連絡先：050-3537-3210 

 



 

＜会社概要＞ 

会社名：協和ハーモネット株式会社 

代表者：代表取締役社長 山口孝士 

本社所在地：京都府京都市伏見区竹田泓
ふけ

ノ川町 17 番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


