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2010 年 12 月 7 日 

クリエイティブメディア株式会社 
報道関係者様 各位 

セールスマーケティング部 
 

高音質オーディオとともに実現するエンターテイメントソリューション「Pure Wireless Entertainment」 
Android OS 搭載、ピュアを究めたワイヤレスオーディオが楽しめるエンターテイメント タブレット 

Creative
ク リ エ イ テ ィ ブ

 ZiiO
ジ ー オ

あわせて Android OS 搭載のエンターテイメント プレーヤー Creative ZEN Touch 2 や 
apt-X 対応の Bluetooth ワイヤレスヘッドホン Creative WP-300 も登場 

シリーズ  発売のお知らせ 

 
PC 用サウンドカード「Sound Blaster」シリーズやポータブルデジタルオーディオプレーヤー「Creative ZEN」シリーズ等を開発し、ワー

ルドワイドで販売展開をしている Creative Technology Ltd の日本法人であるクリエイティブメディア株式会社（東京都千代田区外神田 4-7-7、

略称： クリエイティブメディア）から以下の発表を行います。 
 
 Creative ZiiO エンターテイメン トタブレット  発売のお知らせ 
 Creative ZEN Touch 2 エンターテイメント プレーヤー  発売のお知らせ 
 Creative WP-300 ワイヤレスヘッドホン  発売のお知らせ 
 
 Creative ZiiO エンターテイメント タブレット  発売のお知らせ 

 
ピュアを究めたワイヤレスオーディオが楽しめる Android OS 搭載エンターテイメント タブレット 

Creative ZiiO は、持ち運びも可能な軽量＆コンパクトボディに

10 インチまたは 7 インチの画面を備えた、次世代のワイヤレスエンタ

ーテイメントを担うべく進化したエンターテイメント タブレットです。 
モバイルコンピューティングを主な目的とした他の一般的なタブ

レットとは異なり、 エンターテイメント タブレットである Creative ZiiO
は音質に一切の妥協を許しません。高品質なワイヤレスオーディオ

伝送※1 を行う apt-X®対応の Bluetooth®オーディオ※2 や、Creative の

高音質技術である X-Fi オーディオテクノロジー※3 による音質強化を

コントロールするためのアプリケーション「Pure Android Audio」を搭載、

Pure Wireless エンターテイメントシステムに対応するワイヤレススピー

カーやヘッドホンでピュアを究めたワイヤレスオーディオ － Pure 
Android Audio をご体験頂けます。 

もちろん、Android™ OS を搭載した一般的なタブレットと同様に、無線 LAN でインターネットにアクセス※4 してウェブサーフィンをした

り、メールの送受信を行うことが出来ます。そして、ZiiO シリーズや ZEN Touch 2 製品等のポータルサイトの ZiiO Space でご紹介の「サービ

スサイト様」やインターネット等から Android アプリケーション※5 やゲーム、オーディオブックや電子書籍、ムービーなどの様々なコンテンツ

をダウンロードしてお楽しみいただくことが出来ます。プロセッサには Creative グループ内において開発された HD メディアリッチアプリケー

ションプロセッサ ZiiLABS ZMS-08 を採用しており、マルチメディアコンテンツの再生に強力なパワーを発揮します。 
Creative ZiiO を含んだ Pure Wireless エンターテイメントシステムで、音楽やビデオ、ゲームなどのエンターテイメントを高音質ワイヤレ

スオーディオでお楽しみ下さい！ 
 
製品カテゴリー: エンターテイメント タブレット 

製品名 メモリ容量 型番 標準価格 クリエイティブ 
ストア価格 発売時期 

Creative ZiiO 10 インチ 
(クリエイティブ ジーオ 10 インチ) 

16GB 
[直販限定] ZO-10S16G-BK ― 34,800 円（税込） 

2011 年 1 月 
8GB ZO-10S8G-BK オープン 

プライス 
29,800 円（税込） 

Creative ZiiO 7 インチ 
(クリエイティブ ジーオ 7 インチ) 

16GB 
[直販限定] ZO-7S16G-WT ― 27,800 円（税込） 

12 月下旬 
8GB ZO-7S8G-WT オープン 

プライス 
24,800 円（税込） 
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■ 製品の特徴 

 

Pure Wireless エンターテイメントソリューション 
デバイスの種類や設置場所、ワイヤーやケーブル類、ポータビリティといった様々な条件に縛られていた今ま

でのエンターテイメント体験の制約を取り払い、いつでもどこでも様々なコンテンツを縛りのない自由なスタイ

ル ― ワイヤレスで、そして Creative ならではの高音質オーディオと共にお楽しみ頂ける新時代のエンター

テイメントソリューションです。 

 

Android で Pure Audio や様々なエンターテイメントを体験 
高品位のワイヤレスオーディオ伝送※1 を行う apt-X 対応の Bluetooth オーディオ※2 や、Creative の高音質技

術である X-Fi オーディオテクノロジー※3 によって音質を強化、対応するワイヤレススピーカーやヘッドホンで

ピュアを究めたワイヤレスオーディオ － Pure Android Audio をご体験頂けます。 
また、ZiiO シリーズや ZEN Touch 2 製品等のポータルサイトの ZiiO Space でご紹介の「サービスサイト様」や

インターネット※4 等から Android アプリケーション※5 やゲーム、オーディオブックや電子書籍、ムービーなどの

様々なコンテンツをダウンロードしてお楽しみいただくことも可能です。 

 

高音質化技術 X-Fi オーディオテクノロジー 
Sound Blaster シリーズで培われた X-Fi オーディオテクノロジー※3 によって、オーディオが圧縮される際に失

われがちな高周波と低周波の帯域を適切に強化してディティールや生命感を最適化し、ステレオサウンドの

音場に広がりや厚みを持たせ自然な臨場感を醸し出す X-Fi 高音質化技術を搭載しています。 

 

高パフォーマンス apt-X オーディオコーデック 
低レイテンシーのオーディオコンプレッションや、優れたエラー復元性能で高品位なワイヤレスオーディオ伝

送が可能、apt-X に対応する ZiiSound D5 などのワイヤレススピーカーや、Creative WP-300 などのワイヤレス

ヘッドホンとあわせて利用することで、より高品位※1 なワイヤレスオーディオを実現します。 

 

Pure Android Audio アプリケーション 
X-Fi のオン/オフや種類の選択、レベルの調整等も可能な「Pure Android Audio」アプリケーションを搭載。ホ

ーム画面にウィジェット常駐型を常駐させ、素早く X-Fi 設定を調節したりワンタッチで Bluetooth のオン/オフ

やワイヤレスオーディオの出力先を選択することが出来ます。 

 

快適な Bluetooth ワイヤレスミュージック 
このエンターテイメント プレーヤーと Bluetooth スピーカーやヘッドホンがあれば、自宅のソファで映画やビデ

オを見たり、お気に入りの音楽を聴きながら家事をこなしたりする場合にも、邪魔なコードに煩わされずに快

適な Bluetooth※2 ワイヤレスミュージックリスニングが行えます。 

 

ネットサーフィンも無線 LAN で快適に 
ご家庭やオフィスの無線 LAN アクセスポイントや、公衆無線 LAN 接続サービス※4 を利用して、インターネッ

トブラウザーでネットサーフィンをしたり、メールの送受信もワイヤレスで快適に行なえます。 

 

ビジュアルコミュニケーションにも対応可能 
画面サイドにカメラを搭載し、簡単なタッチ操作で写真や動画を撮影することが可能です。画面サイドにカメ

ラを配すことにより、今後広がるであろうビデオコミュニケーションや画像・映像エンターテイメントのツールとし

ても期待できます。 

 

SD/microSD でメモリー増設 
ミュージックやビデオ、写真などのメディアファイルの保存用に、市販の SD（10 インチ）/microSD（7 インチ）メ

モリーカード※6 でストレージエリアを増設することも可能です。 
SDHC に対応しており最大 32GB までのメモリーカードを使用することが出来ます。 

Big Buck Bunny images courtesy of © copyright 2008, Blender Foundation / www.bigbuckbunny.org 
 
※1：apt-X コーデックに対応したクリエイティブの Bluetooth スピーカーや Bluetooth ヘッドホンを併用する場合に有効です。 ※2：すべての Bluetooth デバイスでの動作を保証するものではありません。 ※3：
再生するコンテンツやアプリケーションの種類等によっては X-Fi 効果を得られない場合もあります。 ※4：インターネット接続及び無線 LAN 接続が必要です。接続サービスプロバイダーを介する場合は別途料
金が必要な場合もあります。 ※5：Google 社の Android マーケット™には対応していません。ポータルサイトの ZiiO Space や一般のアプリケーションマーケットやダウンロードサイトより入手してお使い下さい。  
※6：FAT16 および FAT32 フォーマットの SD カード（10 インチ）または microSD カード（7 インチ）が読み取り可能です。すべてのメモリーカードでの動作を保証するものではありません。 
 
 

 Creative ZiiO 10 インチ または 7 インチ 
■ パッケージ内容 

 スタイラス 
 電源アダプター 
 USB ケーブル 
 クイックスタートガイド 
 ハードウェア保証書/テクニカルサポートパンフレット 

※ユーザーズガイドはデバイスに収められており、本体の画面上でご覧頂けます。 

 日本語版 Microsoft® Windows® XP（サービスパック 2 以降）、XP 64 ビッ
トエディション、Windows Vista®、Windows 7®が動作するコンピューター 

■ 必要なシステム 

 USB2.0 対応の空き USB ポート 
 IEEE 802.11b/g に対応する無線 LAN アクセスポイントおよび 

インターネット接続 
※：ファームウェアのアップデートやアプリケーションの入手等に必須です。 
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※こちらに記載の製品仕様は発表時のものであり予告なく変更される場合があります。 
■ 製品の仕様 

 Creative ZiiO 10 インチ Creative ZiiO 7 インチ 

メモリ容量※１ 
8GB / 16GB 
(記載のメモリ容量にはシステムやアプリケーション用として、使用および確保されている領域を含みます。 

ユーザーが使用可能なメディアストレージ容量とは異なります。) 
ボディカラー ブラック ホワイト 
スクリーンサイズ 10 インチ（対角サイズ） 7 インチ（対角サイズ） 

ディスプレイ 
26 万 2 千色 TFT 液晶ディスプレイ 
抵抗膜方式タッチ※2 

1680 万色 TFT 液晶ディスプレイ 
抵抗膜方式タッチ※2 

解像度 1024×600 ピクセル 480×800 ピクセル 
本体サイズ 約 262×173×13.7mm 約 207.4×133×13.7mm 
本体重量 約 650g（内蔵の充電式バッテリー含む） 約 400g（内蔵の充電式バッテリー含む） 
プロセッサ ZiiLABS ZMS-08 HD メディアリッチ アプリケーション プロセッサ 

OS 
Android 2.1 
※日本語入力には「日本語入力 IME アプリケーション」を、別途お客様ご自身でダウンロードおよびインストールしてご利用いただくことが必要です。 

Bluetooth Bluetooth バージョン 2.1+EDR（A2DP プロファイル、apt-X コーデック対応） 
無線 LAN IEEE 802.11 b/g 
カメラ フロントカメラ（VGA） 
内蔵マイク モノラル 
内蔵スピーカー ステレオ 
センサー 加速度センサー 
拡張スロット SD（SDHC 対応、最大 32GB）※3 microSD（SDHC 対応、最大 32GB）※3 
オーディオ拡張機能 X-Fi オーディオ エンハンスメント（X-Fi Crystalizer / X-Fi Expand） 
オーディオ対応フォーマット※4 MP3、AAC、WMA9、FLAC、OGG、MIDI、WAV、Audible 
ビデオ対応フォーマット※4 H.264、MPEG4、WMV9、MOV、AVI、MKV 
フォト対応フォーマット JPG、BMP、PNG 
コネクター USB：ミニ B ヘッドホン：φ3.5mm ステレオミニ 

※1：1GB=1,000,000,000 バイトで換算した場合の物理容量です。一部をシステムソフトウェア等で使用しており使用可能なストレージ容量とは異なります。 ※2：マルチタッチには対応していません。 ※3：
FAT16 および FAT32 フォーマットの SD カード（10 インチ）または microSD（7 インチ）が読み取り可能です。すべてのメモリーカードでの動作を保証するものではありません。 ※4：コピープロテクトされているメ
ディアファイルの転送/再生は出来ません。 

 Creative ZEN Touch 2 発売のお知らせ 
 
Android OS 搭載のエンターテイメント プレーヤー 
音楽や映画、インターネット、Android アプリケーションやゲームなどを楽しめるインテリジェントな最新プレーヤー 

Creative ZEN Touch 2 は、コンパクトなボディにタッチスクリーンや
Bluetooth®オーディオ※1を備えたポータブルなエンターテイメント プレー
ヤーです。音楽やビデオ、写真をポータブルで楽しめるのは勿論の事、
Bluetooth を搭載しワイヤレススピーカーやワイヤレスヘッドホンで Pure 
Wireless オーディオをお楽しみ頂けます。 

もちろん、Android™ OS を搭載したデバイスと同様に、無線 LAN
でインターネットにアクセス※2 してウェブサーフィンをしたり、メールの送
受信を行うことが出来ます。そして、Creative のポータルサイトの ZiiO 
Space でご紹介の「サービスサイト様」やインターネット等から Android ア
プリケーション※3 やゲーム、オーディオブックや電子書籍、ムービーなど
の様々なコンテンツをダウンロードしてお楽しみいただくことも可能です。 
また、別売の AV ケーブル※4 を使用してテレビに接続すれば、大画面で
ビデオや写真を御覧になる事も出来ます。 

Creative ZEN Touch 2 と Pure Wireless エンターテイメントシステムで、音楽やビデオ、ゲームなどのエンターテイメントをワイヤレスオ
ーディオでお楽しみ下さい！ 
 
製品カテゴリー: エンターテイメント プレーヤー 

製品名 メモリ 
容量 型番 標準価格 クリエイティブ 

ストア価格 発売時期 

Creative ZEN Touch 2 with GPS 
（クリエイティブ ゼン タッチ 2 ウィズ ジーピーエス） 

8GB 
[直販限定] ZN-T2G8G-BK ― 20,800 円（税込） 

12 月下旬 
Creative ZEN Touch 2 

（クリエイティブ ゼン タッチ 2） 

16GB 
[直販限定] ZN-T216G-BK ― 24,800 円（税込） 

8GB ZN-T28G-BK オープン 
プライス 19,800 円（税込） 
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■ 製品の特徴 

 

Android で様々なエンターテイメントを体験 
ZiiO シリーズや ZEN Touch 2 製品等ポータルサイトの ZiiO Space でご紹介の「サービスサイト様」やインター

ネット※2 等から Android アプリケーション※3 やゲーム、オーディオブックや電子書籍、ムービーなどの様々な

コンテンツをダウンロードしてお楽しみいただくことが可能です。 

 

快適な Bluetooth ワイヤレスミュージック 
このエンターテイメント プレーヤーと ZiiSound D5 等の Bluetooth スピーカーや Creative WP-300 等の

Bluetooth ヘッドホンがあれば、自宅のソファで映画やビデオを見たり、お気に入りの音楽を聴きながら家事

をこなしたりする場合にも、邪魔なコードに煩わされずに快適な Bluetooth※1 ワイヤレスミュージックリスニング

が行えます。 

 

鮮やかな 3.2 インチタッチディスプレイ 
ネットサーフィンをしたり、電子書籍をナビゲートする際も、見やすい3.2 インチのタッチディスプレイで直感的

な操作が可能です。 

 

ビデオや写真も簡単撮影 
内蔵の 2 メガピクセルセンサーで写真やビデオもタッチスクリーンの簡単操作で撮影することが出来ます。 

 

モーションセンサーで操作 
撮影した写真を見る際は、写真の向きに合わせてプレーヤー本体を傾ければ画面の向きを変えられます。

ネットサーフィンをする際は、横向きにして表示される内容を大きくしてブラウズする事も可能。また、加速度

センサーで操作する Android ゲーム※3 をお楽しみ頂くことも可能です。 

 

プレーヤーが GPS やポータブルナビに変身 ※ZEN Touch 2 with GPS のみ 
GPS※5 および電子コンパス※6 も搭載した上位モデル「Creative ZEN Touch 2(with GPS)」なら、ジオタグを利

用するアプリケーションや GPS ナビ、位置ゲームなどの Android アプリケーション※3 もお楽しみ頂けます。 

 

内蔵スピーカーで音楽をシェア 
パワフルサウンドが楽しめるスピーカーをコンパクトボディに内蔵。迫力のサウンドでいつでも友達と音楽をシ

ェアできます。 

 

海外旅行も OK、ワールドワイド対応 FM ※ZEN Touch 2 with GPS のみ 
ワールドワイド対応の FM チューナーを搭載、日本でも海外でも FM ラジオのリスニングを楽しめます。 
20 のプリセットから気分にあわせてお気に入りの放送局をチョイス。 

 

ネットサーフィンも無線 LAN で快適に 
ご家庭やオフィスの無線 LAN アクセスポイントや、公衆無線 LAN 接続サービス※2 を利用して、インターネッ

トブラウザーでネットサーフィンをしたり、メールの送受信もワイヤレスで快適に行なえます。 

 

映像を大画面 TV でも楽しめる 
別売の AV ケーブル※4 でテレビに接続すれば、ZEN Touch 2 に保存したビデオや写真も、大画面テレビで

みんなと一緒にお楽しみ頂けます。 

 

microSD でメモリー増設 
ミュージックやビデオ、写真などのメディアファイルの保存用に、市販の microSD メモリーカード※7 でストレー

ジエリアを増設することも可能です。 
microSDHC に対応しており最大 32GB までのメモリーカードを使用することが出来ます。 

Big Buck Bunny images courtesy of © copyright 2008, Blender Foundation / www.bigbuckbunny.org 
 
※1：すべての Bluetooth デバイスでの動作を保証するものではありません。 ※2：インターネット接続及び無線 LAN 接続が必要です。接続サービスプロバイダーを介する場合は別途料金が必要な場合もあり
ます。 ※3：Google 社の Android マーケット™には対応していません。ポータルサイトの ZiiO Space や一般のアプリケーションマーケットやダウンロードサイトより入手してお使い下さい。 ※4：すべてのテレビや
モニターでの動作を保証するものではありません。 ※5：使用条件により GPS 衛星を捕捉できないことがあります。測位の精度は保証致しません。また、WAAS や MSAS/QZSS 等の静止衛星型衛星航法補強シ
ステムへの対応も保証致しません。 ※6：自然現象やその他の要因によっては正確に方位を計測出来ない場合もあります。 ※7：FAT16 および FAT32 フォーマットの microSD カードが読み取り可能です。す
べてのメモリーカードでの動作を保証するものではありません。 
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 Creative ZEN Touch 2 または ZEN Touch 2 with GPS 
■ パッケージ内容 

 Creative EP-630 イヤホン 
 USB ケーブル 
 クイックスタートガイド 
 ハードウェア保証書/テクニカルサポートパンフレット 

※ユーザーズガイドはデバイスに収められており、本体の画面上でご覧頂けます。 
 

 日本語版 Microsoft® Windows® XP（サービスパック 2 以降）、XP 64 ビッ
トエディション、Windows Vista®、Windows 7®が動作するコンピューター 

■ 必要なシステム 

 USB2.0 対応の空き USB ポート 
 IEEE 802.11b/g/n（2.4GHz 帯）に対応する無線 LAN アクセスポイント 

およびインターネット接続 
※：ファームウェアのアップデートやアプリケーションの入手等に必須です。 

 

※こちらに記載の製品仕様は発表時のものであり予告なく変更される場合があります。 
■ 製品の仕様 

 Creative ZEN Touch 2 with GPS Creative ZEN Touch 2 

メモリ容量※１ 
8GB 8GB / 16GB 

 

(記載のメモリ容量にはシステムやアプリケーション用として、使用および確保されている領域を含みます。 

ユーザーが使用可能なメディアストレージ容量とは異なります。) 
ボディカラー ブラック 
スクリーンサイズ 3.2 インチ（対角サイズ） 

ディスプレイ 
26 万 2 千色 TFT 液晶ディスプレイ 
抵抗膜方式タッチ※2 

解像度 480×320 ピクセル 
本体サイズ 約 120×60×13mm 
本体重量 約 122g（内蔵の充電式バッテリー含む） 

OS 
Android 2.1 
※日本語入力には「日本語入力 IME アプリケーション」を、別途お客様ご自身でダウンロードおよびインストールしてご利用いただくことが必要です。 

Bluetooth Bluetooth バージョン 2.1+EDR（A2DP プロファイル） 
無線 LAN IEEE 802.11 b/g/n（2.4GHz 帯） 
ビデオ出力※3 コンポジットビデオ※4 コネクター 
カメラ リアカメラ（2 メガピクセルセンサー） 
内蔵マイク モノラル 
内蔵スピーカー モノラル 
センサー 加速度センサー、GPS※5、電子コンパス※6 加速度センサー 

FM ラジオ 
20 プリセット、76.0～108.00MHz 
（受信地域が日本の場合は 76.0～90.0MHz） 

― 

拡張スロット microSD（SDHC 対応、最大 32GB）※7 
オーディオ対応フォーマット※8 MP3、AAC、WMA9、FLAC、OGG、MIDI、WAV、Audible 
ビデオ対応フォーマット※8 H.264、MPEG4、WMV9、AVI 
フォト対応フォーマット JPG、BMP、PNG 
コネクター USB：ミニ B ヘッドホン：φ3.5mm ステレオミニ 

※1：1GB=1,000,000,000 バイトで換算した場合の物理容量です。一部をシステムソフトウェア等で使用しており使用可能なストレージ容量とは異なります。 ※2：マルチタッチには対応していません。 ※3：付
属のカメラアプリケーションやギャラリーアプリケーションでのビデオ映像出力をサポートしています。すべてのアプリケーションでの動作を保証するものではありません。 ※4：別売の AV ケーブルが必要です。
すべてのテレビやモニターでの動作を保証するものではありません。 ※5：使用条件により GPS 衛星を捕捉できないことがあります。測位の精度は保証致しません。また、WAAS や MSAS/QZSS 等の静止衛星
型衛星航法補強システムへの対応も保証致しません。 ※6：自然現象やその他の要因によっては正確に方位を計測出来ない場合もあります。 ※7：FAT16 および FAT32 フォーマットの microSD カードが読み
取り可能です。すべてのメモリーカードでの動作を保証するものではありません。 ※8：コピープロテクトされているメディアファイルの転送/再生は出来ません。 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ポータブルエンターテイメント製品「ZiiO」および「ZEN Touch 2」のポータルサイトである「ZiiO Space」で 
「最新情報の提供」や「アプリケーション、コンテンツの配信サービスのご紹介」などを掲載予定 
ZiiO シリーズや ZEN Touch 2 は Android™ OS を搭載した一般的なタブレットと同様に、無線 LAN でインターネットにアクセス※2 してウェ
ブサーフィンをしたり、メールの送受信を行うことが出来ます。そして、様々な Android アプリケーションやコンテンツの配信サービス様や
開発者等から Android アプリケーション※1 やゲーム、オーディオブックや電子書籍、ムービーなどの様々なコンテンツをダウンロードしてお
楽しみいただくことが可能です。 
Creative のポータブルエンターテイメント製品のポータルサイトである Creative の「ZiiO Space」では、ユーザー登録、様々な製品の詳細情
報などを掲載予定。さらに今後広がるであろう「アプリケーションやコンテンツの配信サービスサイト」、また「開発者様サイト」等をご紹介し
ていく予定です。 

「ZiiO Space」において今後ご紹介予定のサービス様および開発者様アプリケーション （五十音順） 2010 年 12 月 7 日現在 

- AndroApp  株式会社 ベクター様提供 
- andronavi  NEC ビッグローブ 株式会社様提供 
- Simeji  日本語 IME アプリケーション開発者様提供 
 
なお、ZiiOおよびZEN Touch 2 は「Google社Android マーケット」には対応しておりません。また、ご紹介する「配信サービス様サイト」や「開発
者様サイト」経由であっても、「Google 社 Android マーケット」のみでダウンロードが可能なアプリケーションに関しては、ご利用できません。 
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 Creative WP-300 ワイヤレスヘッドホン発売のお知らせ 
 
apt-X 対応で高品位ワイヤレス伝送が可能、「Pure Wireless Entertainment」を実現する高音質 Bluetooth ヘッドホン 

Creative WP-300 ヘッドホンは、apt-X による高品位ワイヤレス伝送が可能な
「Pure Wireless Entertainment」を実現する高音質 Bluetooth®ヘッドホンです。 

Bluetooth 対応機器※2 との快適なワイヤレス接続性はもちろん、Bluetooth オー
ディオストリーミングを高品質で伝送する apt-X®オーディオコーデックに対応し、
Creative ZiiO シリーズや専用 Bluetooth アダプタ（BT-D5 や BT-D1）等を接続した
iPhone、iPad、iPod や、パソコン、Mac などとの組み合わせにより、高音質なクオリティ
のステレオ再生能力※1 を実現しました。 

音響のプロフェッショナルがチューニングしたプレミアムなネオジウムドライバー
による優れたオーディオパフォーマンスは音楽鑑賞や映画鑑賞に最適です。 

直感的に使用できるイヤーカップのコントロールボタンで、対応デバイスをコン
トロールする事も可能※3。軽量で折りたたみ可能なフレームや快適なイヤークッショ
ンなどを備えた Creative WP-300 ワイヤレスヘッドホンで、自宅でも旅行などの移動
中でも、ケーブルに煩わされることなく快適なピュアオーディオを体験して下さい。
 
製品カテゴリー: ワイヤレスヘッドホン 

製品名 型番 標準価格 クリエイティブストア価格 発売時期 
Creative WP-300 （クリエイティブ ダブリュピー300） HP-WP300 オープンプライス 9,800 円（税込） 12 月下旬 

 

■ 製品の特徴 

 

ピュアなワイヤレス、ピュアなクオリティ 
ノートパソコン、携帯電話、ポータブルプレーヤーなどの Bluetooth 対応機器※2とワイヤレス接続すれば、 自
宅にいるときでも外出先でも、最長 10 メートルの範囲までワイヤレスオーディオが楽しめます。 

 

apt-X コーデックで高音質なオーディオ伝送 
Bluetooth ワイヤレス接続時にクリアで遅延の少ないオーディオ再生※1 を可能にする apt-X テクノロジーを採
用。 Creative ZiiO 等の apt-X 対応機器から卓越した高音質の音楽や映像をお楽しみください。 

 

最高のオーディオパフォーマンス 
正確にチューニングされたネオジウムドライバーにより優れたオーディオクオリティでの再生を実現。ピュアな
リスニングを可能にします。 

 

オーディオを指先でコントロール 
イヤーカップ上にボリューム調節ボタンと再生コントロールボタンを装備。対応デバイスでの音楽再生を手元
でスムーズにコントロール※3 できます。 

 

持ち運びも手軽に 
イヤーカップをフラットに折りたためますので、バッグなどにも簡単にコンパクトに収納できます。さらに収納
や移動に便利なトラベルポーチも付属。 

 
※1：apt-X コーデックに対応したクリエイティブのエンターテイメント タブレットや Bluetooth アダプターと併用する場合に有効です。 ※2：すべてのBluetooth デバイスでの動作を保証するものではありません。 ※3：
AVRCP に対応する Bluetooth デバイスでの音楽再生（再生開始や一時停止、早送りや巻戻し、トラックの移動等）のコントロールが可能ですが、すべての Bluetooth デバイスのコントロールを保証するものではありま
せん。 
 

 Creative WP-300 ヘッドホン 
■ パッケージ内容 

 トラベルポーチ 
 充電用 USB A-microB ケーブル（長さ約 1m） 
 ハードウェア保証書/テクニカルサポートパンフレット 
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※こちらに記載の製品仕様は発表時のものであり予告なく変更される場合があります。 
■ 製品の仕様 

Bluetooth バージョン 2.1+EDR（Enhanced Data Rate） 
Bluetooth プロファイル A2DP（Wireless stereo Bluetooth）、AVRCP（Bluetooth remote control） 
Bluetooth オーディオコーデック apt-X、SBC 
Bluetooth 通信距離 約 10m（見通し距離） 
ドライバーユニット 34mm ネオジウムマグネット 
周波数特性 18Hz～22kHz 
インピーダンス 32Ω 
音圧感度（1kHz） 102dB/mW 
電源 内蔵リチウムイオンバッテリー（3.7V、240mAh） 
充電時間 約 1 時間 
電池持続時間 最大約 8 時間 
本体重量 約 107g 

※すべての Bluetooth デバイスでの動作を保証するものではありません。SCMS-T には非対応のため Bluetooth 対応携帯電話のワンセグ音声やコンテンツ音声は再生できません。携帯電話での電話応答や
通話等には対応していません。AVRCP に対応するすべての Bluetooth デバイスのコントロールを保証するものではありません。 
 

※AVRCP プロファイルに対応しており、ヘッドホンの再生操作ボタンから AVRCP に対応する Bluetooth デバイスでの音楽再生の操作が行えます。 
■ 音楽再生リモート再生コントロール 

リモート音楽再生操作 
動作確認済みデバイス 

• Creative ZiiO シリーズ 
• Creative ZEN Touch 2 シリーズ  
• Bluetooth アダプターBT-D5 を装着した iPhone/iPad/iPod Touch 
• iOS 4.2 で動作する iPhone/iPad/iPod Touch の内蔵 Bluetooth 
• Bluetooth アダプター BT-D1 を装着したパソコンで動作している Windows Media Player や iTunes 

※AVRCP に対応するすべての Bluetooth デバイスのコントロールを保証するものではありません。音楽再生プレーヤーによっては動作が異なる場合があります。 
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■ 【クリエイティブストア限定販売】 Pure Wireless Entertainment ソリューションシステム 

 
Pure Wireless Entertainment System 50  PWE-50 

エンターテイメントソリューションをいつでもどこでも！ 
持ち運びも可能な軽量＆コンパクトボディに 7 インチの画面を備えた ZiiO 7 インチエンタ

ーテイメント タブレットと、バッテリー駆動も可能なワイヤレススピーカーCreative D100、通

勤電車などでも大活躍のワイヤレスヘッドホン WP-300 をセットにした、Pure Wireless エンタ

ーテイメントをいつでもどこでも楽しみたい方にお勧めのセットです。 
 
セット内容： 
• Creative ZiiO 7 インチ エンターテイメント タブレット 8GB 
• Creative D100 ワイヤレススピーカー 
• Creative WP-300 ワイヤレスヘッドホン 

 
通常価格：合計 41,080 円  →  セット価格：35,800 円【¥5,280 OFF】 近日予約開始 

 

 
Pure Wireless Entertainment System 100  PWE-100 

Pure Wireless エンターテイメントを手軽に楽しむ！ 
高品質ワイヤレスオーディオ伝送を行う apt-X 対応の ZiiO 7 インチ、ワイヤレス一体型スピ

ーカーCreative D200、WP-300 ワイヤレスヘッドホンをセットにした、ご自宅でも外出先でも

常にハイクオリティな Pure Wireless エンターテイメントをお楽しみになりたい方にお勧めの

セットです。 
 
セット内容： 
• Creative ZiiO 7 インチ エンターテイメント タブレット 8GB 
• Creative D200 ワイヤレススピーカー 
• Creative WP-300 ワイヤレスヘッドホン 

 
通常価格：合計 44,400 円  →  セット価格：37,800 円 【¥6,600 OFF】 近日予約開始 

 

 
Pure Wireless Entertainment System 200  PWE-200 

音楽に浸るためのワイヤレスミュージックシステム 
ご自宅のリビングや書斎などで、お気に入のミュージックやビデオ、ゲーム、電子書籍、

Android アプリケーションなど様々なエンターテイメントをお楽しみになりたい方向けのパー

ソナルセットです。ZiiSound D5 ワイヤレススピーカーは、apt-X に対応の Bluetooth 高音質

化アダプターを同梱しており、iPhone や iPod お持ちの方にもお勧めです。 
 
セット内容： 
• Creative ZiiO 10 インチ エンターテイメント タブレット 8GB 
• ZiiSound D5 ワイヤレススピーカー 
• Creative WP-300 ワイヤレスヘッドホン 

 
通常価格：合計 69,400 円  →  セット価格：59,800 円 【¥9,600 OFF】 発売予定 

 

 
Pure Wireless Entertainment System 300  PWE-300 

スタジオクオリティで全てのエンターテイメントに！ 
音楽鑑賞、映画鑑賞、ゲームなどすべてのエンターテインメントで高音質なオーディオを

お楽しみになるなら、ワイヤレスサウンドでも高音質なオーディオ出力を実現するプレミア

ムスピーカーシステム ZiiSound T6 との組み合わせがお薦めです。このハイエンドセットで

様々なエンターテイメントを大迫力オーディオでお楽しみ下さい！  
 
セット内容： 
• Creative ZiiO 10 インチ エンターテイメント タブレット 8GB 
• ZiiSound T6 ワイヤレススピーカー 
• Creative WP-300 ワイヤレスヘッドホン 

 
通常価格：合計 77,400 円  →  セット価格：65,800 円 【¥11,600 OFF】 発売予定 
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■ Creative ZiiOアクセサリー 

スクリーンプロテクター 
 
Creative ZiiO のタッチスクリーンを保護するスクリーンプロテクターです。 
 

 
 
 

レザーケース 
 

Creative ZiiO の持ち運びに便利なレザーケースです。横置きのスタンドとしても使用

可能です。 
 

 
 
 

ユニバーサルパワーアダプター 
 
Creative ZiiO を家庭用電源で充電するための電源アダプターです。100V～240V の電源

に対応し 4 つの交換可能なプラグを同梱していますので、海外でもお使いになれます。 
 

 
 
 

スタイラス 
 
Creative ZiiO の予備用スタイラス（3 本セット）です。Creative ZEN Touch 2 でもお使い頂け

ます。 
 

 
 

 

 
■ Creative ZEN Touch 2 アクセサリー 

スクリーンプロテクター 
 
ZEN Touch 2 のタッチスクリーンを保護するスクリーンプロテクター（3 枚入）です。 

 
 
 
 

シリコンスキン 
 
ZEN Touch 2 のボディを傷から保護するシリコンスキン（2 個入）です。 

 
 
 
 

レザーケース 
 
ZEN Touch 2 の持ち運びに便利なレザーケースです。 

 
 
 
 

AV ケーブル 
 
テレビで ZEN Touch 2 の映像が楽しめます。 

 
 
 

 

型番     ： 10 インチ用 ZO-10SPL/7 インチ用 ZO-7SPL 
クリエイティブストア価格 ： 3,980 円（税込） 
発売時期    ： 10 インチ用 2011 年 1 月/7 インチ用 12 月下旬 
 

型番     ： ZO-UPA 
クリエイティブストア価格 ： 3,980 円（税込） 
発売時期    ： 2011 年 1 月 

型番     ： 10 インチ用 ZO-10SPF/7 インチ用 ZO-7SPF 
クリエイティブストア価格 ： 980 円（税込） 
発売時期    ： 10 インチ用 2011 年 1 月/7 インチ用 12 月下旬 
 

型番     ： ZO-SLP  
クリエイティブストア価格 ： 1,980 円（税込） 
発売時期    ： 12 月下旬 

型番     ： ZN-T2PL 
クリエイティブストア価格 ： 2,480 円（税込） 
発売時期    ： 12 月下旬 
 

型番     ： ZN-XF2VC 
クリエイティブストア価格 ： 1,980 円（税込） 

型番     ： ZN-T2PF 
クリエイティブストア価格 ： 980 円（税込） 
発売時期    ： 12 月下旬 

型番     ： ZN-T2PS 
クリエイティブストア価格 ： 1,480 円（税込） 
発売時期    ： 12 月下旬 
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■ Pure Wireless Entertainmentコンパニオン 

 
ZiiSound D5 

 
フラッグシップモデルの ZiiSound D5 は、堅牢性に優れ重量感のあるフルフレーム
モノコック構造のボディを採用。高性能ドライバーと背面バスポートからのパワフル
なサウンドもダイナミックかつスムーズに奏でるプレミアムスピーカーです。 

 
 
 
 
 

Creative D200 
 
お持ちの Bluetooth 機器で手軽にワイヤレスオーディオを楽しみたい方は、優れたオーデ
ィオ品質でワンランク上のクオリティを実現した Creative D200 がお勧めです。インテリアに
溶け込むスタイリッシュなボディに高性能デジタルアンプと高パフォーマンスのフルレンジ
ドライバーを搭載、背面に設けたバスポートによって迫力のサウンドを再生します。 

 
 
 
 
 

Creative D100 
 
ワイヤレスサウンドをどこでも手軽に楽しみたい方には、豊富なカラーバリエーションでポ
ータブル使用も可能な Creative D100 もお勧めです。市販の単 3 アルカリ乾電池 4 本で最
大約 25 時間の連続動作が可能、家の中で持ち運んで使ったり、アウドドアでも活躍する
Bluetooth スピーカーです。 

 
 
 
 
 
 

Creative Inspire S2 Wireless 
 

手のひらサイズのスピーカーとキューブ型サブウーファーで構成される Inspire S2 
Wireless は、リッチでスムーズな高音域を再生する小型かつ高品位なフロントスピーカー
と、「DIRECT-THROW」技術搭載のサブウーファーを採用。コンパクトサイズながら迫力
の中低音を生み出します。 

 
 
 
 
 

Creative T12 Wireless 
 
オーディオスピーカーとしてスタンダードなスタイルの新モデル、ノートパソコンやデスクトッ
プパソコンにもマッチするコンパクトデザインの Creative T12 Wireless は、ダイナミックサウ
ンドを奏でる構成のドライバーと BassFlex™技術採用のエンクロージャーを採用、低周波数
域を強化しサブウーファー無しでもパワフルなミュージックをお届けします。 

 
 
 
 
 

 

型番     ： IN-S2W 
クリエイティブストア価格 ： 11,800 円（税込） 

型番     ： SP-ZSD5 
クリエイティブストア価格 ： 29,800 円（税込） 

型番     ： SP-D200  
クリエイティブストア価格 ： 9,800 円（税込） 

型番     ： SP-D100/SP-D100-GR 
      SP-D100-BL/SP-D100-PK 
クリエイティブストア価格 ： 6,480 円（税込） 

型番     ： SP-T12W 
クリエイティブストア価格 ： 7,980 円（税込） 
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■ 【Pure Wireless Entertainment ソリューション発売記念】 

期間中ご登録の方に「ZiiO」や「ワイヤレススピーカー」が当たる！ 
「PWE クリエイティブ E メールニュース」購読キャンペーン 

 
クリエイティブのダイレクトメールサービス「クリエイティブ E メールニュース」を購読中の方に Pure Wireless Entertainment ソ

リューションを実現する製品群の中から、ZiiO やワイヤレススピーカーなど豪華賞品が当たるキャンペーンを開催！ 
 
「クリエイティブ E メールニュース」は様々な「お得情報」や「購読者様だけのスペシャル」キャンペーンなどを掲載。クリエイ

ティブ製品をお買い得に購入できる情報が満載です！ 
ぜひこの機会に「購読登録」をして Pure Wireless Entertainment 製品を GET!! 
 

対象期間：～2011 年 1 月 11 日（火）まで 
対象：購読者の方を対象としております。 

 
「クリエイティブ E メールニュース」をご購読頂くことでキャンペーン対象となります。なお、抽選および当選確定の際に、す

でに配信停止および登録削除等をされた方はプレゼント対象外となります。 
 

 
※なお、詳細は、以下サイト（http://jp.store.creative.com/recommend/#SDRAW）にてご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本製品の仕様やパッケージ内容は予告無く変更される場合があります。実際の商品は掲載写真とは異なる場合があります。詳細は弊社ウェブサイト http://jp.creative.com/ をご覧下さい。 

お問 い合 わせ先 ：クリエイティブメディア株 式 会 社  紙面には読者様 お問い合わせ用の番号を掲載して下さい｡ 
(読者様お問い合わせ用) TEL:03-3256-5577  (報道関係者様お問い合わせ用) TEL:03-3256-5624 / FAX:03-3256-5221 

http://jp.store.creative.com/recommend/#SDRAW�
http://jp.creative.com/�

