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  【Sharkoon 製 USB Type-C 接続 DAC 「MOBILE DAC」「MOBILE DAC PD」の 2 製品を販売開始】 

株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は Sharkoon Technologies GmbH (本社：ドイツ、以下 Sharkoon 社)製 USB Type-C 接続

の Windows/Android 対応 DAC「MOBILE DAC」「MOBILE DAC PD」を 2020 年 5 月 19 日（火）より販売開始いたします。 

この 2 製品は、3.5mm TRRS ステレオジャックを備えたヘッドセットを、PC やスマートフォン/タブレット、PlayStation4 に接続可

能なモバイル DAC です。Japan Audio Society (JAS) の認定を受けており、高いサンプリング周波数と高いビット深度が、明瞭な音声

伝送と没入型サウンドを実現します。また、製品サイズがコンパクトのため、USB や TRRS プラグを介して、PC、ゲーム機、ヘッドフ

ォン、ヘッドセットに容易に接続できるほか、簡単に持ち運びも可能です。既存のサウンド環境を強力かつ簡単にパワーアップさせたい

ユーザーに、この「MOBILE DAC」「MOBILE DAC PD」は最適なアイテムです。 

■製品名 / 型番   MOBILE DAC (JAN: 4044951028276) 

■店頭想定売価   2,280 円 (税抜き) 

■メーカーURL          https://ja.sharkoon.com/product/28276 

■製品名 / 型番   MOBILE DAC PD (JAN: 4044951028283) 

■店頭想定売価   3,280 円 (税抜き) 

■メーカーURL          https://ja.sharkoon.com/product/28283 

■製品 URL   http://www.dirac.co.jp/mobile-dac-mobile-dac-pd/ 

 

■主な製品特徴 

・JAS 認定の高品質ハイレゾオーディオで歪みのないクリアなサウンドを実現 

・USB Type-C 対応の汎用性かつ携帯可能なコンパクトサイズ 

・どこでも聴ける実用性の高さ 

・ボタンをタッチして利用できる便利な追加機能 

・PC / PS4 / スマートフォン / タブレットで使える優れた互換性 

・Power Delivery 対応で、 

 サウンド再生をしながら他の端末への充電が可能（MOBILE DAC PD） 

 

https://ja.sharkoon.com/product/28276
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【JAS 認定の高品質ハイレゾオーディオ】 

両製品共に日本オーディオ協会（JAS）の認証を取得しており、24 ビット時のサンプリング周

波数は 96 kHz、100 デシベルという優れた信号対ノイズ比を誇ります。 

 

 

【どこでも聴ける実用性の高さ】 

実用的な MOBILE DAC/PD があれば、ポケットの中に高性能ヘッドホンアンプが

あるというだけにとどまりません。高品質な「On-The-Go」マイク入力で、ポッド

キャスト、テレフォニー、ボイスチャットを思う存分楽しめます。 

 

【ボタンをタッチして利用できる便利な追加機能】 

MOBILE DAC/PD は、一般的なヘッドホンコントロールと互換性があります。また、切り替え可能なハードウェアイコライザーを搭載

しています。このイコライザーを使うと、低音域または高音域のいずれかを強調した典型的なプリセットと、低音域と高音域の両方を強

調したプリセットを、指先で簡単に選択できます。 

 

 

 

 

 

【Power Delivery 対応で、サウンド再生をしながら他の端末への充電が可能（MOBILE DAC PD）】 

MOBILE DAC PD には、TRRS ポートとモバイル端末への接続用の USB-C の他、

Power Delivery 対応の USB-C ポートを備えており、 

モバイル端末を接続することにより、サウンド再生と充電を同時に行えます。 

※PD 対応 USB Type-C は電源供給専用です。 

 

 

■お問合せ 

株式会社ディラック PC 事業部 電話：03-5298-3880 その他お問い合わせ e-mail：information_dirac@dirac.co.jp 

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。 

 

mailto:information_dirac@dirac.co.jp
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■製品仕様 

製品名 / 製品型番 MOBILE DAC MOBILE DAC PD 

JAN 4044951028276  4044951028283  

製品サイズ / 重量 (W)14 x（D）30 x (H)7 mm / 5g (W)27 x（D)31 x (H)11 mm / 6g 

コネクタ USB Type-C / 3.5mm TRRS 
USB Type-C / 3.5mm TRRS / 

電源供給用 USB Type-C 

インピーダンス 16 – 250 Ω 

出力電圧 1.0V 

最大出力 100mW 

S/N 比（SNR） 100dB 

全高調波歪み（THD + N） 0.003% 

サンプリング周波数 24 Bit / 96 kHz 

対応ハードウェア デスクトップ PC / ノート PC / スマートフォン / タブレット / PlayStation 4 ※ 

ハードウェアイコライザー プリセット x3 

対応 OS Windows, / macOS / Android 

内容物 本体 / マニュアル 

パッケージサイズ / 重量 (W)66 x（D）20 x (H)190 mm / 35g (W)66 x（D）20 x (H)190 mm / 40g 

保証期間 1 年 

備考 
製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 

※Playstation4 への接続は、別売りの OTG アダプターが必要です。 

■製品画像（MOBILE DAC）                

 

 

 

 

 

■製品画像（MOBILE DAC PD） 


