


パロットは、
最高の性能と機能を搭載し、
インテリアにフィットするエ

レガントなスピーカーを 
開発いたしました。

コンセプトは、
様々な音響技術を

洗練されたDSP 
シングルプロセッシングで

見事に実現

その結果
センスのいい、おしゃれな

部屋のムード作りが
できるのです。

Parrot Zikmu SOLO is the result of 
a daring blend of design and acoustics.



Zikmu Soloは、部屋にフィッ
トするコンパクトサイズで高
品位のサウンドを出力する
2.1ステレオオーディオ・シス
テム。

独特の音響設計と独自のアル
ゴリズムを組みあわせ、優れ
た音質を実現しています。

Zikmu Soloは2ユニット構成
スピーカーと同様にステレオ
サウンドをバーチャルに再現
し、音楽コンテンツの本来の
姿を忠実に再生する革新的

なスピーカーです。

20Wフラットパネル・スピー
カー×3、40Wウーファー×1
の構成で合計出力100W。セ
ンタースピーカーと2つのサ
イドパネルが、部屋全体に広
がるナチュラルサウンドを絶
妙なバランスで出力します。

Zikmu Soloは、構造設計と独
自の信号処理によって低域
の音質を最適化。ウーファー
の出力に対してデジタル解析
とモデリング処理を常に実行
し、スピーカー本来の性質か
ら発生する悪影響を修正、振
動のひずみを抑制することで
低域を30 Hzまで再現します。

タワー型ワイヤレス・ステレオ 
スピーカー 良質な重低音

これこそが、コンパクトなスピ
ーカーでありながら驚異的な
性能を実現している最新のテ
クノロジーです。



Zikmu SoloはWi-Fi/nおよ
びBluetooth®機能を内蔵。

スマートフォンやタブレッ
ト、PC、Macに保存した音楽

をケーブルなしで簡単に接
続、再生できます。

物理的なカタチに縛られず、
デジタル音楽をいろいろな
デバイスに入れて楽しむ時
代。Zikmu Soloなら、あらゆる
Bluetooth機器に保存したお
気に入りの音楽をストリーミ
ング再生できます。

あらゆるBluetooth A2DP対
応デバイスの音源を、ワイヤ
レス接続するだけで再生 。

が流れ始めます。
Bluetoothバージョン2.0以上
のA2DPプロファイルに対応
している必要があります。

*  スマートフォンにNFC対応機能とAndroid
バージョン4.1以上のOSが搭載されている
場合のみ使用できます。

NFC

さらに、NFCにも対応してい
るから難しいペアリング操作
は不要。スマートフォン*を
Zikmu Soloに近づけるだけ
で、スピーカーからサウンド

ワイヤレス・マジック Bluetoothをさらに使いやす
くするNFCテクノロジー内蔵



きわめて汎用性が高いワイヤ
レス・ネットワーク規格のWi-
Fi/n機能も内蔵。多種多様な
音源をZikmu Soloに接続し、
デバイスを検索して高品位の
サウンドを出力できます。

Zikmu Soloは、ワイヤレスだ
けでなく多彩な有線接続コ
ネクターも装備。iPhone/iPad
ドック（30ピンコネクター）で
は音楽を聴きながらデバイス
を充電できます。ライン入力
はアナログと光デジタルの両
方に対応し、テレビ、ハイファ

Wi-Fiルーターに接続すれ
ば、PC、Mac、タブレット、ネッ
トワーク・ドライブのオーディ
オ・ファイルにUPnPやDLNA
プロトコルなどでアクセスし、
共有できます。

WPSのサポートにより、手軽
な操作でWi-Fi機器の認識
も完了。WPS対応ルーターと
Zikmu Soloのボタンを同時
に押すだけで接続が確立さ
れます。

イ・システム、アンプなどさま
ざまな音源をつなぐことがで
きます。また、イーサネット・
ポートを使えば、Wi-Fiがない
場所でも安全にホーム・ネッ
トワークを展開できます。

お気に入りの音楽を
Wi-Fi接続で共有 コネクターの種類も充実



オーディオ設定項目の調整
や、Zikmu Soloに接続されて
いる音源の情報確認は、無料
でダウンロードできるiOSア
プリを使って行います。
このアプリでは、ボリュームや
イコライザーの調節はもちろ
ん、部屋の大きさに適したオ
ーディオ設定を選んだり、ス
ピーカーに接続されているい
ろいろな音源の状況を調べ
たりできます。

Classic
Black

Arctic
White

iPhone / iPodドック（4）
音楽を聴きながらデバイスを充
電できます。

内蔵Bluetooth
バージョン3.0規格。A2DP / 
AVRCPプロファイルに対応した
あらゆるデバイスを接続できま
す。 NFCテクノロジーでペアリン
グも簡単（7）

Wi-Fi 802.11 b/g/n
ルーターのWPSおよび簡単接続
ボタンを使って、ワイヤレス接続
を簡単に設定できます（8）。

アナログ / デジタル・ライン入力
（5）

3.5mmアナログステレオ、光S/
PDIFの両方に対応。

内蔵イーサネット・コネクター（6）
セキュリティと安定性にすぐれ
た有線ネットワークを使用でき
ます。

ネットワーク自動管理機能
- UPNP/DLNA規格に対応
- ファイル共有（Samba）
- 設定用Webサーバー内蔵

再生周波数帯域 30Hz～20kHz
パロット独自のアルゴリズムによ
り低域を30Hzまで表現します。

20W RMSフラットパネル・スピー
カー×3（1、2）
1ユニットスピーカーで迫真のス
テレオサウンドを再生します。

40W 16.5cmセンターウーファ
ー（3）
低音を豊かに、パワフルに出力
します。

専用アプリ：
パロット・オーディオスイート
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iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., 
registered in the US and other countries. App Store is 
a service mark of Apple Inc. “Made for iPod / iPhone” 
means that an electronic accessory has been designed 
to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, 
and has been certified by the developer to meet 
Apple performance standards. The “N-Mark” logo is 
a trademark or registered trademark of NFC Forum, 
Inc. The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification 
marks of the Wi-Fi Alliance. The Wi-Fi Protected 
Setup Identifier Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance. 

DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are 
trademarks, service marks, or certification marks of the 
Digital Living Network Alliance. The Bluetooth word 
mark and logos are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Parrot 
S.A. is under license. All other Trademarks are the 
property of their respective owners. All rights reserved. 
The Parrot Trademarks appearing on this packaging are 
the sole and exclusive property of Parrot S.A. Visuals, 
description and specifications are not contractual. 
Product specifications may change without prior notice.
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