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2014 年 10 月 20 日 
パイオニア株式会社 
株式会社サンリオ 

報 道 資 料 

～「ハローキティ」40 周年記念モデル～ 

「ハローキティ」コラボレーション・オーディオシステム 2 機種を新発売 

商 品 名 型 番 カラー 希望小売価格 発売時期 

スタイリッシュ CD ミニコンポ X-SMC01KT ホワイト 
オープン価格 11 月 1 日 

ワイヤレススピーカーシステム XW-BTSP1-KT レッド 

 

                                         

 

       

 

 
                        

 

 

 

 

パイオニアホームエレクトロニクス株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：栗原俊彦）は、株式会

社サンリオ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：辻信太郎、以下サンリオ）の「ハローキティ」が 2014 年に 40

周年を迎えることを記念し、「ハローキティ」の誕生日である 11 月 1 日に、「ハローキティ」コラボレーション・オーデ

ィオシステム 2 機種を発売します。 

 

【商品紹介サイト】 http://pioneer.jp/hellokitty 

 

 

【スタイリッシュ CD ミニコンポ「X-SMC01KT」】 

■ 部屋のインテリアや好みに合わせて付け替えられる、2 種類の「ハローキティ」パネルを付属。 

■ Bluetooth®対応機器に保存した音楽やインターネットラジオを、手軽にワイヤレス再生。 

■ 「Pioneer Wireless Streaming」アプリを使って、スマートフォンに保存した音楽をアレンジして楽しめる。 

※ 500 台限定の販売を予定しています。 

 

 

【ワイヤレススピーカーシステム「XW-BTSP1-KT」】 

■ Bluetooth®対応機器に保存した音楽を、自宅でも外出先でも手軽にワイヤレス再生。 

■ NFC（Near Field Communication）対応機器とワンタッチで接続可能。 

■ 幅 20cm、重さ 400g の手軽に持ち運びできるコンパクトサイズながら、4W＋4W のハイパワー出力。 

■ リチウムイオンバッテリーの搭載で、約 7 時間の連続駆動が可能。 

 

両製品は、サンリオ直営店（一部取扱いのない店舗もございます。なお、サンリオオンラインショップでは 11 月

下旬より販売を予定しております）等にて販売を予定しております。 

また、10 月 21 日（火）より、パイオニア プラザ銀座（http://pioneer.jp/corp/publicity/pioneer-ginza/）に両モ

デルを展示します。 

 

【XW-BTSP1-KT】 【X-SMC01KT】 
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【スタイリッシュ CD ミニコンポ「X-SMC01KT」の主な特長】 

1） 2 種類の「ハローキティ」着せ替えパネルで、インテリアや好みに合わせて楽しめる 

2 種類の「ハローキティ」パネルを付属しており、部屋のインテリアや好みに合わせて着せ替えて楽しめます。 

 

2） スマートフォンの音楽を手軽にワイヤレス再生※1 
Bluetooth®対応機器と接続して、音楽やインターネットラジオを、ワイヤレス再生※1 で楽しめます。また、

Bluetooth®オートコネクト機能※2 と Bluetooth®スタンバイ機能※3 により、本機の電源が切れていても、Bluetooth®対

応機器からワイヤレス接続すると同時に本機の電源が入り、再生が始まります。さらに、スマートフォンに保存した

音楽に好みのエフェクトを加えてアレンジしたり、曲のテンポを変えることができるアプリケーション「Pioneer 

Wireless Streaming」に対応しているので、このアプリケーションを使ってアレンジした音楽を本機で再生して楽し

むことができます。 

 

 ＜「Pioneer Wireless Streaming」アプリケーション＞ 

iPod/iPhone/iPad やスマートフォンに保存した音楽にエフェクトをかけてアレンジしたり、曲の

テンポを変えて再生するなど、パイオニア製品を使ったワイヤレス再生の楽しみ方を広げるア

プリケーションです。 
 
■3 つのサウンドチューニング機能 

①低音を強調した迫力ある重低音再生を楽しめる「クラブサウンドブースト」機能 

②圧縮音源を CD に迫る高音質で再生する「アドバンスド・サウンドレトリバー」機能 

③好みの音質で再生できる「サウンド EQ 調整」機能 

■音程を変化させずに、曲のスピードを変えて再生できる「テンポコントロール」機能 

■GUI カラーのカスタマイズが可能 

■対応機器とのペアリング方法をかんたんガイド表示 

 
App Store、Google Play から無償でダウンロードできます。対応する当社製品や詳細情報については、当社 HP からご確認ください。 

■iPod/iPhone/iPad 版  http://pioneer.jp/product/soft/iapp_wirelessstreaming/jp.html  
■Android 版   http://pioneer.jp/product/soft/aapp_wirelessstreaming/jp.html   

 

3） CD や USB メモリー内の楽曲など、さまざまな音楽ソースを楽しめる 

iPod/iPhone/iPad を USB 端子に接続して再生・充電できるほか、CD や USB メモリーなど多様な音楽メディア

にも対応し、FM ラジオも楽しめます。 

 

4） 高音質な音楽を楽しめる 

出力 20W（10W＋10W）のアンプと、迫力のある低音再生を可能にするパッシブラジエーターの搭載により、高

音質でパワフルな音を再生することができます。 

 

5） スリムですっきりとしたデザイン 

奥行き 114mm のスリムなデザインなので、さまざまな場所に設置することができます。また、壁に掛けて設置す

ることもできます（壁掛け用のネジは付属していません）。 

 

6） 環境に配慮したオートパワーオフ機能を搭載 

待機時消費電力を 0.5W 以下に抑えるとともに、無音状態、無入力状態が 30 分続くと自動的にスタンバイ状態

になるオートパワーオフ機能を搭載しています。 

 

7) その他の特長 

・ 本体カラーと同色の iPhone/iPad スタンドを付属 

・ 電動スライド CD ドアを採用 

・ 指定した時間に電源をオン/オフできる、目覚まし/スリープタイマー機能を搭載 
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【ワイヤレススピーカーシステム「XW-BTSP1-KT」の主な特長】 

1） スマートフォンの音楽を手軽にワイヤレス再生※1 

Bluetooth®対応機器に保存した音楽を、手軽にワイヤレス再生※1 できます。持ち運びやすいコンパクトなサイズ

なので、自宅だけでなく外出先でも、スマートフォンの音楽をスピーカーを使って楽しめます。 

 

2） スマートフォンをかざすだけで簡単にペアリングできる NFC 対応 

NFC（Near Field Communication）に対応しているので、対応したスマートフォンなどをかざすだけで、ワイヤレス

再生に必要なペアリングが簡単に行えます。 

 

3） 約 7 時間の連続駆動が可能なリチウムイオンバッテリーを搭載 

約 7 時間の連続駆動が可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しているので、ケーブルを使わずに、自宅や外

出先など、さまざまな場所にすっきりと設置して音楽を楽しむことができます。 

 

4） 持ち運びできるコンパクトなサイズで、4W＋4W のハイパワー出力を実現 

 持ち運びできる軽量（400g）・コンパクトなサイズ（200mm×77mm×72mm）でありながら、4W＋4W のハイパワー・

フルレンジ再生が可能です。自宅や外出先で、スマートフォンに保存した音楽を本格的に再生して楽しめます。 

 

5) その他の特長 

・ 外部入力端子(3.5mm ミニジャック)を搭載 

 

 

【「X-SMC01KT 」の主な仕様】 

■アンプ部 

伝送方式 Bluetooth®標準規格 Ver.2.1 + EDR 

実用 大出力 10 W + 10 W (8Ω、1kHz、10%、JEITA) 

入力端子 音声入力端子（ステレオミニ）：1 系統 

出力端子 ヘッドホン端子(ステレオミニ)：1 系統 

USB 端子 1 系統（Type A） 

FM チューナー 76.0 MHz ～ 90.0 MHz ( 100 kHz ステップ) 

電源電圧（AC アダプター） AC 100 V ～ 240 V、50 Hz / 60 Hz  

消費電力 25 W 

待機時消費電力 0.5 W 以下 

■スピーカー部 

型式 パッシブラジエーター方式 

フルレンジスピーカー 66 mm コーン型  

パッシブラジエーター 77 mm コーン型  

■外形寸法 430 mm（W） × 218 mm（H） × 114 mm（D） 

■本体質量 2.8 kg 

■付属品 リモコン、FM 簡易アンテナ、AC アダプター、着せ替えパネル（1 枚）、iPhone スタ

ンド、単 4 形乾電池(2 本)、取扱説明書 
 
 
 

【「XW-BTSP1-KT 」の主な仕様】 

■アンプ部  

伝送方式 Bluetooth®標準規格 Ver.4.0 

実用 大出力 4 W + 4 W (4Ω、1kHz、1%、JEITA) 

入力端子 音声入力端子（ステレオミニ）：1 系統 

電源電圧（AC アダプター） AC 100 V ～ 240 V、50 Hz / 60 Hz   

消費電力 15 W 
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待機時消費電力 0.5 W 以下 

■スピーカー部  

型式 パッシブラジエーター方式 

フルレンジスピーカー 38 mm スピーカードライバー  

パッシブラジエーター 60 mm(W) × 30 mm(H) コーン型  

■外形寸法 200 mm（W） × 77 mm（H） × 72 mm（D） 

■本体質量 400 g 

■付属品 AC アダプター、取扱説明書 
 
 
※1 Bluetooth®対応機器がプロファイル:A2DP に対応している必要があります。すべての Bluetooth®対応機器との接続を保証するものではありませ

ん。 

※2 本機と iPod/iPhone/iPad やスマートフォン、タブレット端末を一度ペアリングすれば、2 回目以降は自動で接続される機能。 

※3 本機の電源が切れていても、iPod/iPhone/iPad やスマートフォン、タブレット端末から電源を入れることができる機能。（事前に本機能を設定し

ておく必要があります。ペアリングによる接続機器登録が必要です。） 

 
* 「Made for iPod」、「Made for iPhone」および「Made for iPad」とは、それぞれ iPod、iPhone あるいは iPad 専用に接続するよう設計され、アップルが

定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全およ

び規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリを iPod、iPhone あるいは iPad と使用することにより、無線の性能に影響を及ぼ

す可能性がありますのでご注意ください。 

* iPod、iPad は米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。 

* iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。 

* Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。 

* 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。 

 

 
 

【お問い合わせ先】 

パイオニア株式会社 カスタマーサポートセンター   TEL 0120-944-222 (フリーコール) 
 
 


