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“I know the way I like things to sound”
Lou Reed

Parrotは、最新技術を駆使し、臨場感あるサウン
ドを生み出す新しいヘッドフォンを開発しまし
た。Zikのサウンドは、コンサートホールの音響を
高精度で再現する為に、高性能な空間音響プロセ
ッサーを駆使してデザインされています。ルー•リー
ドに意見を求めた時、彼はこのヘッドフォンのチュ
ーニングはクラシックには向いているが、ロック向
けではないと言いました。さらに、彼の力を貸して
くれると言うのです。そこで2013年9月30日、私はニ
ューヨークにある彼のスタジオへと向かいました。
私が彼に会ったのは、それが最後となりました。彼
のプライベートスタジオで、ベテランサウンドエンジ
ニアとParrot Zikの音響デザイナーたちと肩を並べ
て作業するルー•リードは、自らの音楽作品を手が
けるかのようにZikのプログラミングを行いました。
そうして今、その素晴らしいサウンドはiPhone®/
Android™向けParrot Audio Suiteアプリのスペシャ
ルコントロールで体験できるようになったのです。
ルー、ありがとう。

Parrot社CEO Henri Seydoux

*思い描く理想の音がある。ルー•リードによるチューニング。

最先端のワイヤレスヘッドフォン

*
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Parrot Zikのメタルとレザーが醸し出すラグジュアリースタイルで個性を表現

パロットZIKモデルのケース
熱成型EVA樹脂シェル

ヘッドフォンを保護するベルベットのインナーライニング
付属品専用ジッパーケース

斬新なスタイル 

アクセサリー製品•  そして定番は、マットな黒とスチールを組み
合わせたParrot Zik 「クラシック」

•  ブラックゴールド : モノクロームで統一し、 
究極の黒のエレガンスを引き出したシンプ
ルなスタイル

•  ローズゴールド: グレーがかったマットな白
にコッパーを組み合わせた、大胆なスタイル 

•  イエローゴールド : グレーがかったマットな
白にイエローゴールドを組み合わせた、モ
ダンなスタイル
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音楽を聴く、電話をかける、ノイズを低減する  
-  スマートフォン・ユーザーは、移動する時に
このような機能を求めるようになりました。

このようなニーズに応えるため、パロット社
はスマートフォンの機能に広がりを持たせる
ワイヤレス・ヘッドフォンを開発したのです。

[直感的な操作性]

スマートフォンのように、Zik もタッチパネル
のインターフェースにより、全ての機能を直
観的に操作ができます。音量を調節するため
には、タッチパネルを縦方向になぞるだけ。
また、横方向に指を動かせば、次の曲にスキ
ップしたり、前の曲に戻すことも可能です。

スマートフォン世代のための
ヘッドフォン ZIK

パロットが完成させたモーション認識アルゴリ
ズムで、さらなる直感性とシンプルな操作性
が可能になりました。
Zik は現在、ヘッドフォンもしくは画面を持た
ないデバイスの中で、ユーザーの動きを認識
し反応する唯一の製品です。
Zikで、プレイリストを自分流にコントロール。

[着脱センサー]

Zik には独自の着脱センサーが内蔵されてい
ます。プレーヤーを一時停止するには、Zikを
耳から外すだけ。Bluetoothは自動的に再設
定され、スマホはZikから独立して機能するよ
うになります。

アクティブ・ノイズ・キャンセリング

パロットでは、周りの騒音を遮断するために、
外部ノイズを98％も低減する高機能のアクテ
ィブ・ノイズキャンセリング（ANC）システムを
採用しました。
外部ノイズを２つのマイクで検知する一 
般的なANCヘッドフォンに対し、Zikはヘッド
セットの外側と内側に4つのマイクを搭載す
ることで、快適なリスニング環境を実現しま
した。

 

ハンズフリー通話

快適な通話のために、電話中にクリアな音で
会話できるように、Zikに２つのテクノロジー
を採用しました。

骨伝導センサーが、2つの内臓マイクに加え
て、あごの振動を検知・分析し、話し声をとら
えます。

その仕組みは？
両方のヘッドセットの外側にあるマイクが周
りのノイズを検知し、内側マイクが耳障りな
残音（低周波）を分析します。
分析された音を逆の音響波（アンチ・ノイズ）
が打ち消すことで、快適な音楽環境が整えら
れるのです。

ANC
（パロット社特許）

ドライバー

イヤーパッド

外部のノイズ

 

内蔵マイク

外付けマイク

アンチ・ノイズ

内側に
入り込んだノイズ
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音楽体験を楽しむために

パロットが音のアウトプットに注力して開発し
たZikを通じて、これまでにない画期的な体験
が可能に。

このヘッドフォンは、強力なDSP(デジタルサ
ウンドプロセッサ) アルゴリズムを採用して音
を再構築し、音楽が自分の前方から聞こえてく
るような印象を与えます。 

iOS、Android™、Windows Phone 8
のアプリケーションに対応します。

マルチな互換性

パロットZIKは、主要メーカーの携帯電話機種
ならびに音楽ソースに対応します。 オーディ
オデバイスあるいはビデオデバイスへの接続
はBluetoothもしくは、付属のオーディオケー
ブルをお使いください。

パロットZIKはNFC技術を採用し、左のイヤー
カップにNFC内臓のデバイスをかざすと、ワン
タッチでペアリング操作が可能。　
まさに最先端のヘッドフォンです。

「パロット・コンサートホール」効果と、ルー・リ
ードスペシャルチューニングの環境設定を行
うためには、iOS、Android™、Windows Phone 
8用の専用アプリ、パロットオーディオスイー
トをダウンロードしてください。

このZIKヘッドフォンは特別にルー･リード
によってチューニングされています。自らの
楽器や演奏の調整を手がけるように、この
製品のチューニングが行われました。
結果は息をのむようです。
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•  タッチコントロールパネル 
Parrot Zikは、直観的な操作が可能なタッチ
パネルを右側のヘッドフォン表面に装備 （
１）。 Bluetooth経由で接続し、パネルを指
で上下にタッチして音量調整し、また前後に
なぞれば音曲をスキップします。

•  アクティブ・ノイズキャンセリング 
Zikは4つのマイクロフォン（２）を内蔵。こ
のパロット社の特許技術は、最も優れたア
クティ ブ・ノイズ キャンセリングのひとつで
す。Zikは、最大98%のノイズ排除が可能で、
周囲の音を驚くほど遮断してくれます。

•  ハンズフリー通話 
Parrot Zikは、非常に高品質な会話ができる
よ うに設計されています。２つの内蔵マイ
クロフォンと骨伝導センサー （３）の融合に
より、クリアーな音質での通話が可能です。

•  着脱センサー 
イヤーパッドに内蔵され（４）、ヘッドフォン
の着脱を自動的に検知します。Zikを耳から
外すと、自動的に音楽が一時停止。音楽の
大事な部分を聞き逃しません。

•  NFC利用で簡単なBluetoothペアリング 
NFC対応の電話を左のイヤーカップ （５）に
タッチするだけで、ペアリングが可能 。

•  「パロット・コンサートホール」効果
Zikは、実際の美しい音を再構築します。パ
ロットのアプリを通じて、音響と音空間を調
整できます。

•  音楽を中断しない 
電池（６）が切れても、オーディオケーブル
でつなげば、Zikは作動します。

技術仕様

•  タッチパネルを使って、音楽と通話を簡単
に操作

• アクティブ・ノイズコントロール
•  スマートフォン、タブレット、Mac、PCか
ら、Bluetooth経由でオーディオを送信

• LPCM、MP3に対応
•  ワイヤレスでの通話時にも、高品質のリス

ニング環境
•  内蔵センサーによる、オートマティック・アク

ティベーション
•  NFCによる簡単な接続
•  「パロット・コンサートホール」効果によ

り、理想の音を再現
• 周波数応答 : 10 Hz – 20 kHz
• ネオジウム製ドライバ
•  音圧レベル : 1 kHzで、110 dB/volt
• 電気抵抗 : 32 Ohms
•  電池寿命： 

- 全ての機能使用 : 6時間 
- アクティブ・ノイズキャンセリングのみ

使用 :18時間 
- スタンバイモード：24時間
• パッシブモードでも作動
• 3.5 mmオーディオケーブルでアナログ入力
•  iPhone, iPad, Androidのスマートフォ

ン、Windows Phone8に対応。

PARROT ZIKは、
世界最先端のワイヤレスヘッドフォン



www.parrot.com

JPParrot S.A. Publication 
174 quai de Jemmapes, 75010 Paris France 
Parrot S.A. RCS PARIS 394 149 496

Visuals, description and specifications are 
not contractual. Product specifications may 
change without prior notice. iPad®, iPhone®, 
iPod® touch and iPod® are trademarks of 
Apple Inc, registered in the U.S. and other 
countries. “Made for iPod,” “Made for 
iPhone,” and “Made for iPad” mean that 
an electronic accessory has been designed 
to connect specifi cally to iPod, iPhone, or 
iPad, respectively, and has been certifi ed by 
the developer to meet Apple performance 
standards. Apple is not responsible for the 
operation of this device or its compliance 
with safety and regulatory standards. Please 
note that the use of this accessory with 
iPod, iPhone, or iPad may affect wireless 
performance. App Store is a service mark 
of Apple Inc. Android is a trademark of 
Google Inc. Wi-Fi CERTIFIED is a mark of 
the Wi-Fi Alliance. The Wi-Fi CERTIFIED 
logo is a certification mark of the Wi-Fi 
Alliance. The Bluetooth word mark and 
logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. 
and any use of such marks by Parrot S.A. is 
under licence. Android is a Trademark of 
Google Inc. All rights reserved. The Parrot 
Trademarks appearing on this packaging 
are the sole and exclusive property of Parrot 
S.A. All other Trademarks are the property of 
their respective owners. 

お問い合わせ先: モダニティ株式会社 〒106-0044 
東京都港区東麻布1-23-5PMCビル3F  
www.modernity.jp


