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• 40mmフリーエッジ・カーボン /ペーパー・コンポジット振動板
•ネオジウム・マグネット
•ナチュラル・アメリカン・ウォールナット・イヤーカップ
•肌ざわりの良い新開発の人口皮革イヤーパッド＆ヘッドバンド
•長時間のリスニングでも快適な形状記憶フォーム・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（フォールド・イン）
•付属品： OFCストレート・ケーブル（1.3m）、

iDevice用 3ボタン・リモコン /マイク付きケーブル（1.3m）、
6.3mmプラグアダプター、 キャリングポーチ

• Denon Audio App

www.denon.jp

AH-MM400 REFERENCE QUALITY OVER EAR HEADPHONE

主な特長

品名 品番 希望小売価格 JANコード 発売時期

オーバーイヤーヘッドホン AH-MM400 オープン価格 49-51035-05466-6 2014 年 12 月上旬

AH-MM400
Product Information



ナチュラル・アメリカン・ウォールナット・イヤーカップ
ピアノやギターのボディにも使用される響きの良い天然 
のアメリカン・ウォールナット材を採用。試作と試聴を繰
り返し、最良の音質が得られるよう形状、厚み、仕上
げに至るまで入念なチューニングを行いました。

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
サプライヤーとともに新開発。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ヘッドバンドにより、時間
を忘れて音楽に没頭することができます。 

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・イン機構を採用。
持ち運び、収納に便利です。

Specifications

形式 オーバーイヤー、ダイナミック、密閉型

ドライバー径 40mm

振動板 フリーエッジ・カーボン / ペーパー・コンポジット

マグネット ネオジウム・マグネット

インピーダンス 32Ω

感度 96 dB / mW

最大入力 1,000 mW

周波数特性 10 - 40,000 Hz

質量 310 g

* 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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www.denon.jp

40mm フリーエッジ・カーボン / ペーパー・ 
コンポジット振動板
理想的な内部損失と剛性を備えたカーボン / ペーパー・
コンポジット振動板により正確かつ色付けのないサウンド
を実現。フリーエッジ構造により振動板の動きを妨げる
ことのない均一なピストンモーションを可能にしました。

iDevice 用 3 ボタン・リモコン / マイク付きケーブル 
iPod/iPhone/iPad を手元で操作できる 3 ボタン・リモコ
ンと通話用マイクを備えたケーブルを付属。リモコンの
ない OFC ストレートケーブルも付属しています。

 Denon Audio App for iOS / Android 
 iPod の音楽ライブラリやインターネットラジオを高音質
で楽しむことができるアプリケーションです。さらに、イ
コライザ機能により、お好みの音質に補正したり、プレ
イリストの作成や保存などが手軽に行えます。
*iOS 版のイコライザ機能をご利用いただくにはアプリ内課金が必要です。



• 40mmフリーエッジ・カーボン /ペーパー・コンポジット振動板
•ネオジウム・マグネット
•セラミック・フィニッシュGFRPイヤーカップ
•肌ざわりの良い新開発の人口皮革イヤーパッド＆ヘッドバンド
•長時間のリスニングでも快適な形状記憶フォーム・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（フォールド・フラット）
•付属品： OFCストレート・ケーブル（1.3m）、

iDevice用 3ボタン・リモコン /マイク付きケーブル（1.3m）、
6.3mmプラグアダプター、 キャリングポーチ

• Denon Audio App

www.denon.jp

AH-MM300 HIGH QUALITY ON EAR HEADPHONE

主な特長

品名 品番 希望小売価格 JANコード 発売時期

オンイヤーヘッドホン AH-MM300 オープン価格 49-51035-05468-0 2014 年 11 月下旬

AH-MM300
Product Information



セラミック・フィニッシュGFRP イヤーカップ
イヤーカップには、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 素材を採用。表面には上質な手ざわりのために、
セラミック・フィニッシュを施しました。

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
サプライヤーとともに新開発。耳に柔らかくフィットする
イヤーパッドと通気性に優れたヘッドバンドにより、時間
を忘れて音楽に没頭することができます。 

持ち運び、収納に便利な折りたたみ機構 
鞄の中で収まりの良いフォールド・フラット機構を採用。
持ち運び、収納に便利です。

Specifications

形式 オンイヤー、ダイナミック、密閉型

ドライバー径 40mm

振動板 フリーエッジ・カーボン / ペーパー・コンポジット

マグネット ネオジウム・マグネット

インピーダンス 32 Ω

感度 96 dB / mW

最大入力 1,000 mW

周波数特性 10 - 40,000 Hz

質量 195 g

* 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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40mm フリーエッジ・カーボン / ペーパー・ 
コンポジット振動板
理想的な内部損失と剛性を備えたカーボン / ペーパー・
コンポジット振動板により正確かつ色付けのないサウンド
を実現。フリーエッジ構造により振動板の動きを妨げる
ことのない均一なピストンモーションを可能にしました。

iDevice 用 3 ボタン・リモコン / マイク付きケーブル 
iPod/iPhone/iPad を手元で操作できる 3 ボタン・リモコ
ンと通話用マイクを備えたケーブルを付属。リモコンの
ない OFC ストレートケーブルも付属しています。

 Denon Audio App for iOS / Android 
 iPod の音楽ライブラリやインターネットラジオを高音質
で楽しむことができるアプリケーションです。さらに、イ
コライザ機能により、お好みの音質に補正したり、プレ
イリストの作成や保存などが手軽に行えます。
*iOS 版のイコライザ機能をご利用いただくにはアプリ内課金が必要です。



• 30mmトリプル・レイヤードPET振動板
•ネオジウム・マグネット
•セラミック・フィニッシュGFRPイヤーカップ
•肌ざわりの良い新開発の人口皮革イヤーパッド＆ヘッドバンド
•長時間のリスニングでも快適な形状記憶フォーム・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（フォールド・イン）
•付属品： OFCストレート・ケーブル（1.3m）、 iDevice用 3ボタン・リモコン

/マイク付きケーブル（1.3m）、キャリングポーチ
• Denon Audio App

www.denon.jp

AH-MM200 PORTABLE ON EAR HEADPHONE

主な特長

品名 品番 カラー 希望小売価格 JANコード 発売時期

オンイヤーヘッドホン AH-MM200 BK （ブラック）
WT （ホワイト） オープン価格 49-51035-05470-3

49-51035-05472-7 2014 年 12 月上旬

AH-MM200
Product Information



セラミック・フィニッシュ GFRP イヤーカップ
イヤーカップには、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 素材を採用。表面には上質な手ざわりのために、
セラミック・フィニッシュを施しました。

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
サプライヤーとともに新開発。耳に柔らかくフィットする
イヤーパッドと通気性に優れたヘッドバンドにより、時間
を忘れて音楽に没頭することができます。

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・イン機構を採用。
持ち運び、収納に便利です。

Specifications

形式 オンイヤー、ダイナミック、密閉型

ドライバー径 30mm

振動板 トリプル・レイヤード PET

マグネット ネオジウム・マグネット

インピーダンス 36Ω

感度 99 dB / mW

最大入力 1,000 mW

周波数特性 10 - 25,000 Hz

質量 130 g

* 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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30mm トリプル・レイヤード PET 振動板
新規に開発された、高剛性と軽量性を両立する 3 層構
造の振動板を採用。マグネットには高磁力ネオジウム・
マグネットを用い、ワイドレンジかつダイナミックなサウン
ドを実現しました。

iDevice 用 3 ボタン・リモコン / マイク付きケーブル 
iPod/iPhone/iPad を手元で操作できる 3 ボタン・リモコ
ンと通話用マイクを備えたケーブルを付属。リモコンの
ない OFC ストレートケーブルも付属しています。

Denon Audio App for iOS / Android 
 iPod の音楽ライブラリやインターネットラジオを高音質
で楽しむことができるアプリケーションです。さらに、イ
コライザ機能により、お好みの音質に補正したり、プレ
イリストの作成や保存などが手軽に行えます。
*iOS 版のイコライザ機能をご利用いただくにはアプリ内課金が必要です。




