
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
街の喧騒を心地よい静寂に変える 
Globe CruiserTMシリーズのワイヤレス・ノイズキャンセリング 
ヘッドホンを発売 
 
AH-GC20 
品名 品番 希望小売価格 JAN コード 発売時期 

ワイヤレス・ノイズキャンセリング・ 

オーバーイヤー・ヘッドホン 
AH-GC20 オープン価格 49-51035-05490-1 4 月下旬 

 

デノンは、GLOBE CRUISERTM ＜グローブ・クルーザー＞シリーズのワイヤレス・ノイズキャンセリング・オーバー

イヤーヘッドホン「AH-GC20」を発売いたします。 

 AH-GC20 は、ハウジングの内側と外側に配置した 2 つのマイクでノイズをモニターするデュアル・アクティブ・

ノイズキャンセリング方式を採用。フィードバックとフィードフォワードの 2 つの方式を組み合わせることにより、

耳元と周囲、両方の騒音から生成した逆位相の信号によりノイズを高精度に打ち消し、混み合う電車や街の喧騒の中

でもクリアな音楽を耳に届けます。Bluetooth によるワイヤレス機能も搭載。コーデックは SBC、そしてより高音質

な AAC、aptX に対応しています。さらに、aptX Low Latency にも対応しており、動画やゲームなどのコンテンツの視

聴時に気になる音声と映像のズレを最小化します。SCMS-T 方式のコンテンツ保護にも対応しているため、ワンセグ

放送の音声も再生可能です。 
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ハンズフリー通話にも対応しているため、音楽を聴いているときに電話がかかってきてもボタンひとつで通話がで

きます。エコーやバックグラウンドノイズを低減し、通話品質を高める cVc (Clear Voice Capture)テクノロジーとデュ

アルマイクによりクリアな音声通話を実現。また、マルチポイント機能により、2 つのスマートフォンや音楽プレー

ヤーとの同時接続が可能です。ペアリング情報は 8 台まで記憶することができます。 

 

バッテリーは充電式のリチウムイオンバッテリーを搭載。ノイズキャンセリング、Bluetooth を同時に使用しても約

20 時間の連続再生が可能です。Bluetooth 機能を使用できない航空機内や外出先でバッテリーが切れたときでも付属

のオーディオケーブル（1.3m）を接続して、通常のパッシブヘッドホンとして使用することができます。ケーブルに

は伝送特性に優れた高純度な無酸素銅（OFC: Oxygen-Free Copper）を採用。航空機用変換アダプターと 6.3mm プラ

グアダプターも同梱しています。 

 

ハウジング上のコントロールボタンで音楽の再生、一時停止、スキップ、早送り、巻き戻しや着信に応答する、通

話を終了するなどの操作が可能です。また、音声ガイド機能（Voice Prompt）により、ヘッドホンを身に付けたまま

ノイズキャンセリング機能のオン/オフや Bluetooth の接続状況、バッテリー残量などを確認できます。ガイダンスの

言語は 7 ヶ国語（日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、中国語）から選択できます。 

 

豊かな低音と、ベストなノイズキャンセル性能をバランスさせた専用の 40mm ドライバーを新開発。ハウジングに

は、本体内部で発生する不要振動をダンプし、高域から低域までナチュラルな音色を実現する GFRP 素材を用い、振

動板の前後の音圧バランスを調整することで音響特性を最適化する「アコースティックオプティマイザー」構造を採

用しています。音質担当エンジニアとサウンドマネージャーによる入念な音質チューニングにより明瞭かつエネルギ

ー感豊かなサウンドを実現しました。 

 

頭部に触れるヘッドバンドの内側には通気性に優れたドライフィットクロスを採用。イヤーパッドには、心地よい

肌ざわりと従来の約 2 倍の耐久性を兼ね備える新開発の人工皮革を採用。頭の形に合わせて柔軟にフィットする形状

記憶フォームと合わせ、快適な装着感と最適な遮音性を実現しています。コスメティックはビジネススーツにも合わ

せやすい上質なマットブラック仕上げ。ハンガーには優雅なカーブを描くアルミダイキャストを採用。持ち運び、収

納に便利な 2 軸の折り畳み機構も備えています。付属のセミハード・キャリングケースと合わせ、バッグにコンパク

トに収納できます。 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

デノンについて 
2010年10月1日に100周年を迎えたデノンは、日本初のレコード・蓄音器製造会社、および日本初の業務用 

録音機器製造会社を起源とするプレミアムオーディオブランドです。世界初のデジタルPCMレコーダーを実用化 

するなど、革新的な技術力と開発力は、世界中から高い評価を得ています。2001年からはその呼称を 

「デンオン」から「デノン」に統一し、グローバルブランドとしてさらにその活躍の場を広げています。 

 

 

 

本プレスリリースに関するお問い合わせ先 

 

報道関係の方 
株式会社 ディーアンドエムホールディングス 国内営業本部 

Tel 044-670-6608 

 

一般のお客様 

D&Mお客様相談センター 

Tel 0570-666-112 

受付時間 9:30～17:30（土・日・弊社休日を除く） 

※ 一部 IP 電話などからつながらない場合があります。その場合は 03-3570-5138 へおかけください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ディーアンドエムホールディングスは、これら商標を使用する許可を受けています。 

* aptX®およびaptXロゴはCSR社の登録商標です。 

* iPhone、iPod、iPod touch、AirPlay、iTunes は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadはApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。 

* AndroidおよびGoogle PlayはGoogle, Inc.の商標です。 

* 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。 

* 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。 
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AH-GC20 WIRELESS NOISE CANCELLING OVER EAR HEADPHONE

• デュアル・アクティブ・ノイズキャンセリング機能
• Bluetooth ワイヤレス機能 （Bluetooth Ver.4.0 デュアルモード）
• 高音質コーデック aptX Low Latency、AAC 対応
• ハンズフリー通話対応
• マルチペアリング（8 台登録）・マルチポイント（2 台同時接続）に対応
• 20 時間連続再生
• バッテリーが切れても有線接続で使用可能
• バッテリー残量やステータスを確認できる音声ガイダンス機能
• 豊かな低音を実現する 40mm 専用ドライバー
• GFRP ハウジング & アコースティックオプティマイザー
• 肌ざわりの良い新開発の人工皮革イヤーパッド
• 長時間のリスニングでも快適な形状記憶フォーム採用イヤーパッド
• アルミ・ダイキャスト・ハンガー
• 持ち運び、収納に便利な折りたたみ機構 & セミハードケース 

 

主な特長

品名 品番 希望小売価格 JAN コード 発売時期

ワイヤレス・ノイズキャンセリング・
オーバーイヤーヘッドホン

AH-GC20 オープン価格 49-51035-05490-1 2015 年 4 月下旬

AH-GC20
Product Information
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SPECIFICATIONS

形式 ワイヤレス、ノイズキャンセリング、オーバーイヤー、ダイナミック、密閉型

ドライバー径 40 mm

インピーダンス 100 Ω （電源オン時）

感度 102 dB / mW

最大入力 1,000 mW

周波数特性 5 - 40,000 Hz

Bluetooth 規格 Bluetooth 4.0　デュアルモード

通信距離 / 送信出力 約 10 m （使用条件によって異なります） / 最大 10 mW （Class-1）

対応プロファイル aptX Low Latency、aptX、AAC、SBC

対応コーデック A2DP、AVRCP、HSP、HFP

対応コンテンツ保護方式 SCMS-T 

マルチペアリング / マルチポイント 8 台 / 2 台

連続再生時間 / 充電時間 約 20 時間（ノイズキャンセリング / Bluetooth オン時） / 約 3 時間

質量 275 g

* Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社ディーアンドエムホールディングスは、これら商標を使用する許可を受けています。
* aptX® および aptX ロゴは CSR 社の登録商標です。
* iPhone、iPod、iPod touch、AirPlay、iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。iPad は Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
* Android および Google Play は Google, Inc. の商標です。
* 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。
* 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。

デュアル・アクティブ・ノイズキャンセリング機能
ハウジングの内側、外側にそれぞれ集音マイクを備える
フィードバック＆フィードフォワード方式を採用。耳元と
周囲、両方の騒音から生成した逆位相の信号により高
精度にノイズを打ち消し、クリアな音楽を耳に届けます。

肌触りの良い人工皮革イヤーパッド＆ヘッドバンド
心地よい肌ざわりと耐久性を両立する人工皮革を日本の
サプライヤーと新開発。耳を包み込むしなやかなイヤー
パッドと通気性に優れたドライフィットクロスを採用した
ヘッドバンドにより、快適な装着感を実現しました。 

持ち運び、収納に便利な折りたたみ機構 
コンパクトに折りたためるフォールド・イン & フォールド・
フラット機構を採用。持ち運び、収納に便利なセミハー
ドケースも付属しています。

フィードバック
マイク

フィードフォワード
マイク

豊かな低音を実現する 40mm 専用ドライバー
豊かな低音とベストなノイズキャンセリング性能をバラン
スさせた 40mm の専用ドライバーを新開発。音質担当
エンジニアとサウンドマネージャーによる入念なチューニ
ングにより、明瞭かつエネルギー感豊かなサウンドを実
現しました。

20 時間連続再生 
充電式のリチウムイオンバッテリーを搭載。ノイズキャン
セリング、Bluetooth を同時に使用しても約 20 時間の
連続再生が可能です。バッテリー残量は、ヘッドホンを
外すことなく音声ガイダンスで確認できます。

付属品
• セミハードケース
• 充電用マイクロ USB ケーブル（0.5 m）
• オーディオケーブル （1.3 m）
• 6.3 mm プラグアダプター
• 航空機用アダプター
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