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ご購入後は必ずお買い上げ店のレシートを保管しておいてください。
ご使用前に安全に関するご注意を弊社Webサイトにてご確認ください。製品は正しくお使いください。
本カタログに記載の内容は201７年６月現在のものです。
印刷の関係上、製品の色は実物とは異なって見える場合があります。
掲載の製品は改善のため予告なく仕様、デザイン、機能が変更される場合があります。
本カタログに記載の会社名および商品名はMEZE Audio社の商標または登録商標です。

お買い求めは当店へ

99 NEO

99 CLASSICS
オーディオ愛 好 家たちに最も評 価されているのがこのM e z e
99 Classicsです。
ただ音質の良いだけの没個性的なヘッドホンでは愛好家たちを
唸らせることはできなかったでしょう。
99 CLASSICSは高級 感あふれるクルミ材を使用し、美しい
流 線 形を描いた暖か味のある色彩デザインに仕 上げました。
柔らかく心地の良いイヤーパッド、厳選されたパーツが緊密な連 関
を持ちながら全体を形成しているそのデザインは誰もが目を留め
る美しい物となりました。

MEZE Audioの最新作がこのMeze 99 Neoです。
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シリーズ原点の99 Classicsをアレンジし、優秀な音質を保ちなが
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ら、
よりお求めやすい価格に設定いたしました。
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亜 鉛 合金メッキ塗 装、打ち抜きマンガンスプリング、鋼製ヘッド
バンド、
メモリーフォーム素 材の柔らかいイヤーパッド等フラッグ
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シップモデルの魅力的なパーツも多く採用されています。
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スペック詳細

スペック詳細
ドライバー：ダイナミックネオジウムマイラードライバー

最大入力：50mW

ドライバー：ダイナミックネオジウムマイラードライバー

ドライバー口径：40mm

着脱式 Kevlar OFCケーブル

ドライバー口径：40mm

最大入力：50mW
着脱式 Kevlar OFCケーブル

再生周波数帯域：15Hz - 25KHz

プラグ：3.5mm金メッキ

再生周波数帯域：15Hz - 25KHz

プラグ：3.5mm金メッキ

音圧感度：103dB @ 1KHz, 1mW

本体重量：260g（ケーブル含まず）

音圧感度：103dB @ 1KHz, 1mW

本体重量：260g（ケーブル含まず）

インピーダンス： 32Ω

ハウジング：ウォールナット
（クルミ材）※

インピーダンス：26Ω

ハウジング：ABSプラスチック

定格入力：30mW

※99 CLASSICSの木目は天然素材を使用しているため、画像と同一ではありません。

定格入力：30mW
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12 CLASSICS
Meze 12 Classicsはスタイリッシュなデザインの下にハイ
エンドのオーディオ技術を隠し持つという概念から開発されま
した。
ウォールナットとアルミニウムで作られた本体は、
まるで
木材が時間の刻みと共に自然に融合したかのような印象を
与えます。12 CLASSICSの木目は天然素材を使用している
ため、画像と同一ではありません。
この製品の木と金属の融合という部分には
「個性を生むため
に必要な僅かな変 化 」
というメッセージが込められています。
シリコンComply™ T-500アイソレーションMイヤーチップ、
ハードEVAストレージケースが付属しています。
カラーバリエーション：GUN METAL

スペック詳細（12

CLASSICS, 11NEO共通）

再生周波数帯域：1６Hz - 2４KHz
インピーダンス：１６Ω
音圧感度：10１dB（＋／ー 3dB）

11 NEO
11Neoは時代を超えたデザイン、同世代の物が色褪せてもいつまでもスタイリッシュであり続けることを追及するというコン
セプトのもとに開発されました。
Meze 11 Neoは携 行性、実用性を重視しながら精密な造りと繊 細な美しさを兼ね備えています。
コンパクトながらMeze

歪曲値：< 0.5%

本来のサウンドを体感することが可能です。

音ノイズ除去レベル：最大26dB

シリコンComply™ T-500アイソレーションMイヤーチップ、ハードEVAストレージケースが付属しています。

チタンメッキコーティングの8mm径ダイナミックマイラードライバー

銅被覆アルミニウムボイスコイル
3.5mm金メッキプラグ
7N OFCケーブル長：1.2m
イヤーチップ：シリコンイヤーチップ4サイズ/Complyフォームチップ

カラーバリエーション：GUN METAL／NEO IRIDIUM

沿革
Meze Audioは2009年にルーマニアで設立されました。市場に出回る数千もの部品と、気の遠くなるような組み合わ

MEZEの品質規範
全てのMeze Audio製品は、最新の技術と最新のスタイルの融合によって生み出されています。厳選された高品質な素材と

せパターンを実験し、最高の音質を生み出すために最も適切な素材・材料の組み合わせを探し続けていました。

職人たちの技が作り出す高次元なサウンドがMezeの基本的な品質規範ですが、Mezeが何よりも最も大切にしているもの

2015年はMeze Audioにとって飛躍的な年となりました。世界最大級のクラウドファンディングサイト
「Indiegogo」
で、Meze

は完璧な音質を追及し続ける
「情熱」
です。

が長年の研究を経て作り上げた
「Classicsシリーズ」のモデル「99 Classics」
が評価され、数々の賞にノミネートされ、

私たちのハイエンドヘッドフォンは音質にこだわっています。
それは何かがほんの少しずれたことで容易に壊れてしまいます。

多くのアワードを受賞をすることになりました。
もちろん、今でも当社の全てのモデルのヘッドホン、
イヤホンは、
その妥協

素材、技 術、信 頼性は常に重 要なものです。
また、可 能限りパーツの交 換を可能にしています。
これらのすべてがMezeと

のないビジョンと精神のもとにデザインされています。

お客様の信頼を確実にします。

開発プロセス・ポリシー

価値

私たちMe z eは、純粋な音 質に対する情熱と、
それを

私たちは、
まるで未 来を先取りしたような
（ 照らし出したような）製 品を作り出すことを目標としています。
そのためには

追及する強い思いから誕生しました。

高い機能と独創性を持たなければならないと考えました。

私たちMezeは、音楽を愛しています。

人間工学に基づいて作り出されたその独創的なスタイルは、一時のトレンドや流行に左右されることのない長期に渡って

私たちMezeは、
より高品質な製品を追及し続けます。

愛用できる形としてデザインされました。
そのデザインと新 鮮かつクリアなサウンドは長時間のリスニングセッションに
おいても疲労感を感じさせないでしょう。

Meze Audioは、私たち自身のために開発したと言って

そして私たちはこれからも
「Classicsシリーズ」の確固たる地位を形成することにあらゆる努力を惜しみません。

も過言ではないでしょう。
私たちは自分たちが最も愛し、信頼できる、高品質な
製品だけを、皆様にお届けしたいのです。

人材
Meze Audio代表のAntonio Mezeは国際経験豊かなプロダクトデザイナーです。
Antonio Mezeのもとにスタッフとしてエンジニア、デザイナー、
ミュージシャン、アーティストが集まりMezeは構成されて
います。
多様な個性が集まる中、ヘッドホンはすべてのスタッフの共通の趣味でもありました。
私たちMezeスタッフはまさに「自分たちのためにも製品を開発している」
という考えを持っており、
その仕事に対する情熱
は常に高い位置に置かれています。

受賞履歴

