ゲーミングギア INZONE™ カタログ

GAMING MONITOR

GAMING HEADSET

ゲーミング モニター

革 新 の 美 し さ を 、目 撃 せ よ 。

ゲ ー ミ ン グ ヘ ッド セ ット

勝 負 の 一 瞬 を 、見 逃 す な 。

す べ て の 音 に 、耳 を 澄 ま せ 。

NEW
NEW

NEW

27型ゲーミングモニター

INZONE M9
SDM-U27M90

オープン価格

27型ゲーミングモニター

1ms GTG

IPS

直下型LED部分駆動

10.7億色表示

NDIVIA G-SYNC Compatible Perfect for PlayStation 5
®

®

®

INZONE M3
SDM-F27M30

オープン価格

1ms GTG

IPS

直下型LED部分駆動

10.7億色表示

NDIVIA G-SYNC Compatible Perfect for PlayStation 5

SPEED 瞬時の動きも捉える高速表示
なめらかな映像を実現する高リフレッシュレートに対応
INZONE M9は4K/144Hz、INZONE M3ではFull HD/240Hzの高リフレッシュ
レートで速い動きをなめらかに表示し、敵の動きに照準を合わせることが可能。高リフ
レッシュレートがプレーヤーの力を引き出し、ゲームを有利な展開に導きます。

®

®

INZONE M9

NEW

ワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセット

ワイヤレスゲーミングヘッドセット

WH-G900N［ 2.4GHz/Bluetooth ］ オープン価格

WH-G700［ 2.4GHz/Bluetooth ］ オープン価格

INZONE H9

ゲーミングヘッドセット

INZONE H7

INZONE H3

MDR-G300［ 有線 ］ オープン価格

®

INZONE M3

残像感を低減した、なめらかな映像表現

立体音響

立体音響個人最適化

ノイキャン

ソフトフィットレザーイヤーパッド

PCソフトウェア

Perfect for PlayStation 5
®

立体音響

立体音響個人最適化

ノイキャン

ソフトフィットレザーイヤーパッド

PCソフトウェア

Perfect for PlayStation 5
®

SOUND 没入と勝利へ導く立体音響

立体音響

立体音響個人最適化

ノイキャン

ソフトフィットレザーイヤーパッド

PCソフトウェア

Perfect for PlayStation 5

INZONE H9

INZONE H7

®

INZONE H3

360 Spatial Sound for Gaming ＊

応答速度1ms GTG対応なので、速い動きの中でも残像感を低減し、なめ
らかな映像表現が可能。これにより、敵の動きも見逃しません。

60Hz

ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術により、優れた音の
定位感や高解像度を実現。ゲームの世界に入り込んだかのような没入体験
に加え、音によって相手の位置や動きなどを正確に察知できることで、プレ
イヤーに勝利体験をもたらします。
＊ Windows10以降に対応したPCソフトウェア
「INZONE Hub」
を使用し、
設定を有効にする必要があります。

INZONE H9
H9 ONLY
ONLY
INZONE

立体音響の個人最適化

144Hz

240Hz
5ms

※画像はイメージです

QUALITY 没入感を高める映像表現
INZONE M9

NEW

ONLY

1ms

INZONE M9

「直下型LED部分駆動」搭載による、
高コントラストな映像表現

LEDバックライトを液晶パネル下に配置し、映像全体を小さなブロックに分けて
コントロールすることで明暗のきめ細かな描写を可
能にする
「直下型LED部分駆動」搭載。暗いシーンで
も奥行きや微妙なディテールまで美しく表現します。

※画像はイメージです

INZONE M3

INZONE M9はDCI-P3カバー率95%以
上、INZONE M3はsRGBカバー率99%の
広色域表示に対応。高い色再現性で、美し
いゲームの世界を色鮮やかに表現します。
また、10.7億色表示に対応しているため、
グラデーションもなめらかに描きます。

INZONE M9

INZONE M3

■ オートKVMスイッチ対応で、2つのPCを接続しても、1組のキーボードや
マウス、ヘッドセットで操作可能
■ Windows10以降に対応したPCソフトウェア「INZONE Hub」を用いると、簡単
に各種設定を調整可能。さらに、アプリケーションごとに画質モードを保存できる
ため、ゲームタイトルを起動するだけで、好みの設定に自動で切り替わります

鮮 明 な 映 像と立 体 音 響 で
圧倒的な没入体験へ

INZONE M9

INZONE H9

低側圧
INZONE H9

4 K 解 像 度と1 2 0 H z のリフレッシュレ ートに 対 応
■ H D M I 2 . 1 接 続 により、

■ オートHDRマッピングにより、PlayStation Ⓡ 5本体のHDR調整を自動で最適化

■ コンテンツ連動画質モードにより、PlayStation 5に接続するだけで適切な
画質モード
（ゲーム1モード/シネマモード）
に自動切り替え
®

ONLY

WIRELESS

ソニーが培った高度なノイズキャンセリング技術により、ユーザーを
取り巻くエアコンやPCファンなどのノイズを抑制。ゲームの世界の音
を研ぎ澄まし、
さらなる没入感をサポートします。

⻑時間プレイのための快適な装着性
INZONE H7

幅広なヘッドクッション

■ キーボード、
マウスをレイアウトしやすいスタンド

モニター

WEARABILITY

高い色再現性で、
リアルな映像表現

DESIGN & FUNCTION 洗練されたデザインと充実の機能

Perfect for PlayStation® 5

スマートフォンアプリ
「360 Spatial Sound Personalizer」
で自分の耳画
像を撮影し、PCソフトウェア
「INZONE Hub」
で設定を行うことで、立体音
響の個人最適化が可能。耳や頭の形、大きさによって生まれる音の聴こえ
方の個人差を補正し、理想的なゲームサウンドの聴こえ方を再現します。

ノイズキャンセリング機能搭載

WEB公開中

INZONE H3

プロeスポーツ
プレイヤーが語る
INZONEの魅力とは？

やわらかく厚みがあるヘッドクッション
で、頭部にかかる重量負担を分散

締めつけ感を抑えながら安定性との
バランスを最適化

高品質なイヤーパッド素材

耳あたりのよいソフトフィットレザーを使用

低遅延の2.4GHzワイヤレス接続に対応
INZONE H9

INZONE H7

ZETA DIVISION所属
VALORANT部門リーダー

Laz選手

今までたくさんのイヤホンやヘッドセットを使っ
てきましたが、INZONE H9は一発で分かる音
質の良さでした。立体音響技術による
「音の出る
方向の判別しやすさ」
もすごいですね。

■ PCまたはPlayStation ® 5と2.4GHzワイヤレスで接続しな
がら、
スマートフォンとB l u e t o o t h 同 時 接 続して通 話・ボイス
チャットが可能。

ワイヤレスモデルにしては軽量

■ INZONE H9は最大32時間*、INZONE H7は最大40時間の
ロングバッテリーライフ。さらに、
10分の充電で60分使える急速
充電にも対応

すごく好みです。

ヘッドセット

INZONE H9/INZONE H7

なのと、柔らかめのふんわりした
イヤーパッドが心地良いですね、

＊ ノイズキャンセリング機能Off設定時

フル版も見たいという方は、
コチラからアクセス

■ PlayStation Ⓡ 5を快適にプレイするための操作性&ステータス表示機能
■ 立体音響表現を追求した音づくりにより、
「 Tempest 3D AudioTech」の臨場感あふれるゲームサウンドを体験可能
●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

■ ゲーミングモニター

■ ゲーミングヘッドセット
INZONE M9

INZONE M3

（SDM-U27M90）

（SDM-F27M30）

商 品・型 名

INZONE H9

INZONE H7

INZONE H3

40mm ドーム型

40mm ドーム型

40mmドーム型

ー

ー

（WH-G900N）

（WH-G700）

（MDR-G300）

商 品・型 名

画面サイズ（対角線）

27インチ

パネルタイプ

液晶パネル

27インチ
IPS液晶、ノングレア

解像度（画素数、横×縦）

3,840×2,160

1,920×1,080

リングLED

リフレッシュレート
（垂直走査周波数）

DisplayPort：24Hz-144Hz
HDMI：24Hz-120Hz

DisplayPort：24Hz-240Hz
HDMI：24Hz-240Hz

立体音響＊1

可変リフレッシュレート
（VRR）技術

Adaptive-Sync（VESA DP）、NVIDIA®G-Sync®Compatible、
Variable Refresh Rate（HDMI 2.1）

応答速度（GTG）

1ms(高速モード）

バックライト技術

直下型LED部分駆動

エッジ型LED

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR600

DisplayHDR400

ピーク輝度 ( 標準値 )

600cd/m2

400cd/m2

ダイナミックコントラスト比
(標準値)

80,000：1

表示色域

95%以上（DCI-P3カバー率）

ゲーミングアシスト機能

ブラックイコライザー、クロスヘア、タイマー、
フレームレートカウンター

PCソフトウェア

INZONE Hub

●（Windows10以降に対応）

PlayStation® 5
との連携機能

オートHDRトーンマッピング

●

●

コンテンツ連動画質モード

●

●
2W×2

入出力端子

DisplayPort×1（ver.1.4）/ HDMI×2（Ver.2.1）
USB Type-C×1（DP Alt Mode、Upstream）
USB Type-B×1（Upstream）/USB Type-A×3（Downstream）
ヘッドホン出力×1（3.5mm ジャック）

オートKVMスイッチ

●
（オートUSB Hubスイッチ）

高さ調整幅

70mm

チルト角

0°- 20°

VESA マウント（幅×高さ）

100×100mm
AC電源アダプター、AC電源コード、セットアップガイド、取扱説明書、
Color Calibration Factory Report、保証書、INZONEステッカー

付属品
外形寸法
（幅×高さ×奥行）

スタンドあり

約61.5×47.9×24.8cm

外箱

約69.0×46.2×22.8cm

安全に関する注意

●/●

ー

イヤーパッド

ソフトフィットレザー
（合成皮革）

ナイロン

ワイヤレス接続方式

Bluetooth

内蔵スピーカー

●

ノイキャン/
外音取り込み

インピーダンス

178°

スタンド

立体音響個人最適化＊2

99%（sRGBカバー率）

視野角（水平／垂直）

接続機能

●

再生周波数帯域

約10.7億色

オーディオ

●

1,000：1

最大表示色

ゲーム機能

ドライバーユニット

2.4GHzワイヤレス接続

ー

5Hz-20,000Hz
（JEITA）

10Hz-20,000Hz
（JEITA）

ー

ー
Version 5.0

コーデック

SBC、AAC

ー

両指向性100Hz-8,000Hz

単一指向性
100Hz-8,000Hz

マイク/
有効周波数帯域
バッテリー

最大32時間
（ノイズキャン
セリングOFF時）

充電しながらプレイ

Perfect for
PlayStation® 5

付属品

ー

最大40時間

ー

●

PCソフトウェア
「INZONE Hub」

質量

36Ω
（1kHzにて）

通信規格

ー

●
（Windows10以降に対応）
●(操作＆ステータス表示機能)
約330g

約325g

USB Type-C®ケーブル、
USBトランシーバー、
保証書、
リファレンスガイド

ー
約299g
USB
オーディオボックス、
保証書

＊1 Windows10以降に対応したPCソフトウェア
「INZONE Hub」
を使用し、設定を有効にする必要があります
＊2 スマートフォンアプリ
「360 Spatial Sound Personalizer」
を使用して、耳画像の撮影を行い、
PCソフトウェア
「INZONE Hub」
で設定を有効にする必要があります

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

安全に使用するために ●自動車やバイクの運転中、
自転車にのっているときなどヘッドホンは絶対にご使用にならないでくだ
さい。
また音量を上げすぎて、周囲の方の迷惑にならないようご注意ください ●大きな音で長時間続けて聞くと、聴力に悪い
影響があります
商品使用上の注意 ●あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できま
せん ●イヤーパッドは長期の使用、
保存によって劣化するおそれがあります ●イヤーパッドは消耗品です。破損したら交換して
ください ●パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、
画素欠けや常時点灯する画素がありますので、
あらかじめ
ご了承ください ●ゲームによっては、
動きの速いシーンにおいて、
反応に遅延が生じる場合があります
カタログ上の注意 ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、
改良のため予告なく変更されることがあります ●画面はハメ
コミ合成です。
また、説明画像はイメージです ●実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ● ：この
マークの商品は、
生産完了品のため、
品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえお選びください
ノイズキャンセリングヘッドホン使用上の注意 ●自動車やバイク、
自転車などの運転中にヘッドホンは絶対に使わないでく
ださい。交通事故の原因となります。
また、
ノイズキャンセリングヘッドホンは周囲の音を遮断するタイプですので、警告音なども
聞こえにくくなります。運転中以外でも、踏切りや駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場
所では使わないでください ●航空機内の音楽サービスシステムにより、
ご使用になれない場合があります ●航空機内で電子
機器の使用が禁止されている場合や、
機内の音楽サービスを個人のヘッドホンで利用することが禁止されている場合は、
使用し
ないでください ●ノイズキャンセリング機能は、
飛行機や電車の騒音・エアコンのファンの音など低周波に対して有効で、
人の
声など高周波を含む音に対して低周波同様の効力を発揮するものではありません

商品購入時の注意 ●掲載商品には保証書がついています。お買いあげ店名とお買いあげ年月日が記入されているかお確
かめのうえ、大切に保存してください ●製造番号は品質管理上重要なものです。
お買いあげの際には、
製造番号をご確認
ください ●当社は、
このモニター、
ヘッドセットの補修用性能部品を、製造打ち切り後モニターは5年、
ヘッドセットは6年保
有しています。
ただし、
故障の状況その他の事情により、
修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください
●このカタログに記載しているモニターは、
特定化学物質の含有率が基準値以下であることを示す「J-Mossグリーンマー
ク」
に適合しています。詳しくは右記URLをご参照ください（sony.jp/CorporateCruise/SMOJkankyou/jmoss/）
各社商標など ●「SONY」
はソニーグループ株式会社の登録商標です。
各ソニー製品の商品名・サービス名及びロゴ
マークはソニーグループ株式会社またはグループ各社の商標または登録商標です ●INZONE（インゾーン）
は、
ソニーグ
ループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です ●HDMI、
HDMIロゴ、
およびHigh-Definition Multimedia
Interfaceは、
HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です
●NVIDIA、
NVIDIAロゴ、
GeForceは、
米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です
●DisplayPort™は、
the Video Electronics Standard Association（VESA®）の米国およびその他の国の商標です
®
Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、
ソニーグループ株式会社
●Bluetooth のワードマークおよびロゴは、
はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
その他の商標および商号は、
それぞれの所有者に帰属します
®
®
®
Windows Vista は、
米国MicrosoftCorporationの米国およびその他の国における登
●Microsoft およびWindows 、
録商標、
または商標です ●その他システム名、
製品名は各社の登録商標または商標です

●本カタログ掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整費などは含まれていません

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、
または買い物相談窓口にお問い合わせください
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