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¥900,000（税込、300台限定）
●パッケージ内容：ヘッドホン HA-WM90、ヘッドホンアンプ SU-AX01、
バランス対応ヘッドホンケーブル（1.8m）
、収納用ハードケース、本革キャリングケース、
個人測定データファイル、ハイレゾ楽曲（200曲相当）他
●測定サービス（測定場所/測定対象）
：ビクタースタジオ「EX Room」/ 購入者本人とその家族最大4名
●ラインナップ：WiZMUSIC30 ¥300,000（税込）
●備考：製品の引渡しは10月
●問合せ先：ビクター WiZMUSIC専用ダイヤル70120-228-554

WiZMUSIC90の重要な要素として、青山のビ
クタースタジオ内にある「EX Room」での個
人音響測定が挙げられる。完成した音楽ソフト
やオーディオ製品のチェックにも使われるとい
うリスニングルームで、ビクターの“音の出口”
の要だという。WiZMUSIC90とは、この重要
拠点を“持ち歩ける”画期的なサービスなのだ。
また、WiZMUSIC90では製品の引き渡しがビ
クタースタジオで行なわれ、その際にはスタジ
オの見学体験もできる

ビクターの重要拠点
「EX Room」での測定
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豊かに描いたし、クラシックのアンサン

↑ヘッドホンのハウジング部分には「アクアティンバー」というヴィ
ンテージのメイプル材を使用（右）
。左の一般的なメイプルと比
べて木目が細かく硬い。これが音質に有利に働くのだという

ソフィールドをオンにすると、頭の中で

ピーカーでいくつか音 楽 を聴 き、続い

聞きながらでも数分で完了する。

してヘッドホンからのテスト音を聴く。

スタジオの「ＥＸ Ｒｏｏｍ」
。遮音性の

聴診器のようなマイクを左右の耳にセットし、(1)
スピーカーの再生音（写真右上）を、(2)ヘッドホ
ン（HA-WM90）の再生音（写真右下）を順に
測定する。おおまかに言えば、双方を較正し、ヘッ
ドホン再生時にスピーカーの再生音をシミュレー
トする技術だ

↑ハウジングに直接ドライバーを固定する「ダイレクト・マウント」
方式を採用。ハウジング自体がフレームとして充分な強度を持っ
たモノコック構造で、不要な振動を低減する効果を狙っている

タンと人肌に近い感覚の合成皮革を採
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触りのよさとメンテナンスのしやすさを
↑Android、iOS向けの音楽再生アプリWiZMUSIC（無料）が頒布される。左写真の画面下「EXOFIELD」をタッ
プすると、頭外定位技術のオン/オフを切替えできる。また、
「奥行き感」の調整などの機能も備えている（右写真）
。
このほか、Windows用の定番音楽再生ソフトfoobar2000でもエクソフィールドでの音楽再生が可能になるという
※画面及び機能は最終ではありません

人工皮革「ウルトラスエード」とし、肌
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計測はものの数分
あなただけの
カスタマイズが完了する

