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2022 年 2 月 9 日

『アイドルマスター ミリオンライブ︕』 コラボレーションモデル ワイヤレスイヤホン を期間限定で予約販売
～ 「ANIMA AOW01 ML」 ～

オンキヨー株式会社（所在地︓大阪府東大阪市、代表取締役社長︓大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン

『ANIMA AOW01』と、 『アイドルマスター ミリオンライブ︕※1』とのコラボレーションモデルを予約販売致します。

本機種「ANIMA AOW01 ML」は、サブカルチャーと Hi-Fi イヤホンのミックスで独自の世界観を展開する ANIMA と
ONKYO のダブルネームにより実現した AOW01 を本コラボレーション仕様にしたオリジナルモデルとなっております。
Bluetooth5.1、防水規格 IPX7、AAC／aptX コーデック対応、MEMS 型マイク搭載、外音取り込み機能搭載とい
った基本 SPEC に加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応し、音質は ONKYO 監修。専用アプリ「ANIMA Studio」
にも連動したオリジナルモデルとなっております。
本コラボレーションモデルは、充電ケース天面に作品ロゴを印刷、左右のハウジングはパピヨンマークをレーザー加工し、
起動時 LED 点灯致します。音声ガイダンスは事務員である青羽美咲の録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペア
リング時やタップ音等、計 11 種類の内容となっております。パッケージはアイドルそれぞれの魅力が詰まった 52 種類のオ

リジナルデザイ ン。飾っても 楽し いラインナップとな っております。尚、専用アプリ「ANIMA Studio」 ※2 内「VOICE
STORE」では、今後『アイドルマスター ミリオンライブ︕』の一部アイドルのボイス販売を予定しています。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE／音アニ（以下、音アニ）」にて実機展示※3 を実施致し
ます。音質・ボイスの確認も出来、店頭設置の専用 QR コードにてご予約も可能です。来場者には特典として「特製ポ
ストカード」※4 をプレゼント致します。

尚、『アイドルマスター ミリオンライブ︕』のその他のグッズとして「ミネラルウォーター（52 種類）」、「ワイヤレス充電器
（3 種類）」を販売致します。「ミネラルウォーター」は、EC サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ」ともに、
2 月 10 日（木）11:00～販売開始（EC サイト ONKYO DIRECT ではプリンセス、フェアリー、エンジェルそれぞれ
のセット販売となります）、「ワイヤレス充電器」は、3 月上旬～からの販売を予定していますが、販売時期が決まり次
第、下記 SNS にてご案内致します。
■ONKYO DIRECT Twitter（@onkyodav）https://twitter.com/onkyodav
■音アニ Twitter（@ONKYO_ANIME）https://twitter.com/ONKYO_ANIME
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※1 2013 年に『アイドルマスター』シリーズのソーシャルゲームとして誕生し、2017 年にアイドルライブ＆プロデュースゲー
ムとして「アイドルマスター ミリオンライブ︕シアターデイズ(通称︓ミリシタ)」がリリース。ミリシタでは、ユーザーはプロデ
ューサーとして、765 プロライブ劇場(シアター)を舞台に活躍するアイドルたち 52 人をプロデュースできる。
2022 年 2 月 12 日（土）・13 日（日）武蔵野の森総合スポーツプラザにて、「THE IDOLM＠STER
MILLION LIVE! 8thLIVE Twelw@ve」が開催される。
アイドルマスター ミリオンライブ︕ シアターデイズ公式サイト
http://millionlive.idolmaster.jp/theaterdays/
「THE IDOLM＠STER MILLION LIVE! 8thLIVE Twelw@ve」
https://idolmaster-official.jp/live_event/million8th/
※2 ANIMA Studio
■App Store
https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
■GooglePlay Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
※3 秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE／音アニ」での本コラボレーションモデルの実機展示
2021 年 2 月 10 日（木）11:00 より実施予定
https://onkyoanime.com/info/4387071
※4 秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE／音アニ」来場特典“特製ポストカード”
https://onkyoanime.com/free/raiten_haifu_cp
※なくなり次第終了させて頂きます。

【セット内容】
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【青羽美咲撮り下ろし音声ガイダンス】

【ANIMA AOW01 ML 予約販売詳細】
■予約方法①︓ONKYO DIRECT（通販サイト） での予約
https://onkyodirect.jp/shop /pages /MILLIONLIVE_EARPHONE.aspx
予約期間︓2022 年 2 月 10 日（木）11︓00～2022 年 4 月 8 日（金）15︓00
■予約方法②︓ONKYO DIRECT ANIME STORE／音アニ（秋葉原店舗） での予約
https://onkyoanime.com/menu/927018
予約期間︓2022 年 2 月 10 日（木）11︓00～2022 年 4 月 8 日（金）15︓00
※店舗設置専用 QR コードにてご予約
■製品発送︓ 2022 年 6 月下旬から 7 月上旬にかけて順次発送予定
■販売価格︓ 20,000 円(税込・送料込)
■発売元

︓ オンキヨー株式会社

※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、予約受付終了となります。
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【ミネラルウォーター】
販売①︓ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ）／秋葉原店舗
https://onkyoanime.com/menu/927019
タイプ︓52 種類
販売価格︓350 円（税込）
販売時期︓2022 年 2 月 10 日（木）11:00～
備考︓1 本からご購入が可能です
販売②︓ONKYO DIRECT／通販サイト
https://onkyodirect.jp/shop/pages/MILLIONLIVE_EARPHONE.aspx
タイプ︓3 種類（プリンセス・フェアリー・エンジェル）
販売価格
■プリンセス（17 種／17 本入り）︓6,800 円（税・送料込）
■フェアリー（17 種／17 本入り）︓6,800 円（税・送料込）
■エンジェル（18 種／18 本入り）︓7,200 円（税・送料込）
販売時期︓2022 年 2 月 10 日（木）11:00～
備考︓カートン単位でのご購入となります
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【ワイヤレス（無線）充電器】
タイプ︓3 種類
販売上代︓4,400 円（税・送料込み）
販売①︓ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ）／秋葉原店舗
https://onkyoanime.com/menu/927020
販売②︓ONKYO DIRECT／通販サイト
https://onkyodirect.jp/shop/pages/MILLIONLIVE_EARPHONE.aspx
販売時期︓2022 年３月上旬予定

■ANIMA AOW01（ワイヤレスイヤホン）の主な仕様
製品型番
ドライバー構成
再生周波数帯域・インピーダンス
Bluetooth 仕様
対応プロファイル
対応コーデック
マイクロホン
防水規格
連続再生時間
充電時間
オートペアリング・外音取り込み

電源

USB 形状・充電方法
イヤホン重量
サイズ（W×H×D）
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ANIMA AOW01
6mm 径ダイナミックドライバー（CoClear 振動版）
20Hz~20KHz・16Ω
Version5.1
A2DP／AVRCP／HSP／HFP／SPP
AAC、SBC、aptX™
形式︓MEMS 型、指向特性︓全指向性、感度︓-42dB
IPX7（イヤホンのみ）
約 6 時間（本体のみ）※apt-X 接続時
約 15 時間（充電ケース込み）
本体︓約 1 時間 30 分 ／ 充電ケース︓約 3 時間
対応
バッテリー︓内蔵リチウムポリマーバッテリー
電源容量︓イヤホン（片側）55mAh、充電ケース 300ｍAh
定格入力︓DC 5V / 300mAh
連続通話時間︓約 6 時間
連続待受時間︓約 75 時間
フル充電回数︓1.5 回（※充電ケースがフル充電時）
USB Type C （充電のみ）/ ワイヤレス（無線）充電
イヤホン片側︓約 4g、充電ケース︓約 24ｇ、充電ケース込み︓約 32g
イヤホン（片側）︓W16×H20×D21（mm）
充電ケース︓W55×H33×D25（mm）

充電ケース、USB TypeC ケーブル（充電専用）、イヤーピース
（S/M/L）
ラバーサポート（S/M/L）、クイックガイド、保証書
ANIMA Studio︓iOS 14.1 ／ Android 9.0 以上

付属品
専用アプリ

Bluetooth® のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
その他記載されている商品名、技術名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。

■CP-MPOW01B（ワイヤレス充電器）の主な仕様
対応機種

ワイヤレス充電に対応した iPhone 及び、Android スマートフォン、ワイヤレスイヤホン

入力

DC 5V=2A

出力

10W(Max) Android 10W,iPhone 7.5W

入力端子

USB Type-C

本体外形寸法

約 93*93*9.3mm

本体重量

約 108g

使用温度範囲

0℃～40℃

使用湿度範囲

10%～85%

認証規格

CE,FCC,ROHS

LED 発光色

通電：青 3 秒点灯/待機：消灯/充電中、充電完了：青点灯/エラー時：青点滅
※機種によっては充電完了時に LED の色が変化しない場合があります。

ケーブル仕様

USB A to Type-C ケーブル

ケーブル長

約 100cm

付属品

ケーブル 取扱説明書

その他

本製品には USB 出力アダプタ（AC 充電器等）は付属しておりません。

以上

※この製品に関するお問い合わせ先※
ご注文・お支払・納期等のご相談︓ONKYO DIRECT お客様窓口
TEL 050-3388-9422
受付時間 10:00～17:00 順次対応（土・日・祝日・指定休業日を除く）
■ワイヤレスイヤホンに関する
セット内容・仕様・故障等のご相談︓東京音響 株式会社 サポート窓口
support@tokyoonkyo.co.jp
受付時間 10:00～17:00 順次対応（土・日・祝日・指定休業日を除く）
■ワイヤレス充電器に関する
セット内容・仕様・故障等のご相談︓株式会社 EPEIOS JAPAN サポート窓口
support@mpow.co.jp
TEL 03-6810-8721
受付時間 10:00～17:00 順次対応 (土・日・祝日、指定休業日を除く)
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