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SOUL ELECTRONICS LIMITED 

SOUL 

エンターテイメント（ゲーミングモード）モード、ワイヤレス充電機能、

外音取込機能を搭載したワイヤレスイヤホン「S-PLAY」 

更に迫力のサウンドが楽しめるワイヤレススピーカーS-STORMの上位モデル 

「S-STORM MAX」 を 4月 28日から発売 

S-PLAY  ブラック ブルー ホワイト パープル

米国発のオーディオブランド、SOUL（企業名：SOUL ELECTRONICS LIMITED/以下 SOUL 

https://soulnation.jp/）は、エンターテイメント、ゲームに適した 40ms の低遅延モード、外音取込機

能、ワイヤレス充電機能を搭載した「S-PLAY 」（オープン価格「店頭推定売価」：9,000 円前後 *参

考）並びに迫力のサウンドが楽しめるワイヤレススピーカー「S-STORM MAX 」（オープン価格「店頭推定売

価」10,000 円前後）を４月２８日より、全国家電量販店ならびにオンラインストアで販売することを発表し

ました。 

SOUL の最高経営責任者であるギャリー・ソー（Gary So）は S-PLAY と S-STORM MAX について次の

ように述べています。「現在のユーザーはワイヤレスイヤホンに、様々な付加価値を求めています。ゲームやビデオ

再生などあらゆる利用シーンに耐えられる機能や利便性、快適性が求められています。S―PLAY と S-

STORM MAX は、多くのユーザーの声に耳を傾け、SOUL が提供できる最新機能を搭載しており、ライフスタ

イルにあわせてあらゆるシーンで快適なサウンド体験を実現することをお約束します。」 



 
 

S-STORM MAX ブラック ブルー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■S-PLAY について 

エンターテイメントモード搭載 

スマホゲームやビデオ再生時の音の遅延を防止する、40ms の低遅延モードを搭載 

ゲームやエンターテイメントを楽しむ方に便利な機能です。 

 

外音取込機能搭載 

オーディオトランスペアレンシーモードは、音楽再生中に周囲の音を増幅し、イヤホンを装着したまま外の音が聞

こえ、移動中などでの装着時の安全性を高めます。 

 

長時間再生/ワイヤレス充電に対応 



1 回の充電で最大 7 時間、最大 28 時間（充電スタンド込み）の 

再生が可能です。バッテリーが少なくなったら、ケースを充電パッドに 

置くだけで充電可能です。 

 

最新 Bluetooh5.2搭載 

 

 

 

 

 

■S-STORM MAX について 

20Wの大迫力 

迫力の 20W  大出力 ダイナミック＆パッシブラジエター型スピーカー搭載 

縦置きも横置きも可能な設計 

縦でも横でも置き場所を選ばない円形ドーム型を採用 

2台接続するとステレオスピーカーにシンクロ 

本機を 2 台接続するとステレオスピーカーに早変わり 

カスタマイズできる LEDムードランプ搭載 

音楽シーンに併せて色を選べる LED ムードランプ搭載でパーティーなどに最適 

最大 15時間の長時間再生を実現 

 

Bluetooth5.0 

 

IP66防水防塵機能 

アウトドアに適した強力な防塵防水機能を搭載 

 

  



■製品の仕様 

製品 

ブランド SOUL 

製品名 S-PLAY 

希望小売価格 オープンプライス *想定店頭価格 9000 円前後 

カラー ブラック ブルー ホワイト パープル 

仕様 

製品寸法 イヤホン：xxx / 充電ケース:120*92*53mm 

重量 イヤホン本体：5.5 g / 充電ケース：29.9g 

イヤーパッド / チップ シリコンイヤーチップ×3（S/M/L)  

応答周波数 20-20KHz 

最大入力 5mW 

最大出力 10mW 

感度 90±3db 

インピーダンス 32Ω 

スピーカー寸法 10mm 

ドライバー ダイナミック 

磁石タイプ ネオジウム 

ドライバー数 1 x ダイナミック 

防水 / 耐汗 IPX４ for earbud 生活実用防水 

バッテリー要件 イヤホン：60mAh x 2 / 充電ケース：500mAh リチウムイオンポリマー 

バッテリー寿命（通話または音楽再生） 
最大 28 時間、イヤホン単体 7 時間 

*音量レベルとコンテンツにより異なる 

スタンバイ時間 80 時間 

充電時間 イヤホン：1.5 時間（充電ケースによる充電）/ 充電ケース：1.5 時間 

機能 

エンターテイメントモード 対応 

オーディオトランスペアレント 対応 

ボリュームコントロール 対応 

ワイヤレス充電 対応 

防水 生活実用防水 IPX4 

  

急速充電 非対応 

パワーバンク機能 非対応 

タッチコントロール 対応 

  

  

  

  

 

バージョン Bluetooth5.２ 

プロファイル HFP, A2DP, AVRCP 

コーデック AAC,SBC 

Bluetooth 範囲 10 m 

マイク 搭載 

付属品 

 USB 充電ケーブル、シリコンイヤーチップ×各 1（S/M/L）、カラビナ、クイックスタートガイド / 

マニュアル（英語）、警告および保証シート、充電スタンド 

 

  



 

■製品の仕様 

製品 

ブランド SOUL 

製品名 S-STORM MAX 

希望小売価格 オープン価格 ＊想定店頭価格 10,000 円前後 

カラー ブラック、ブルー、ベージュ 

仕様 

製品寸法  

重量 29.9g 

  

応答周波数 20-20KHz 

最大入力 5mW 

最大出力 10mW 

感度 90±3db 

インピーダンス 32Ω 

スピーカー寸法 10mm 

ドライバー ダイナミック 

磁石タイプ ネオジウム 

ドライバー数 1 x ダイナミック 

防水 / 耐汗 IPX5 for earbud 

バッテリー要件 イヤホン：60mAh x 2 / 充電ケース：500mAh リチウムイオンポリマー 

バッテリー寿命（通話または音楽再生） 
ANC オン時最大 28 時間、ANC オフ時最大 36 時間 

*音量レベルとコンテンツにより異なる 

スタンバイ時間 80 時間 

充電時間 イヤホン：1.5 時間（充電ケースによる充電）/ 充電ケース：1.5 時間 

機能 

アクティブノイズキャンセリング 対応 

オーディオトランスペアレント 対応 

ボリュームコントロール 対応 

低遅延対応 対応 

通話中の品質改善 対応 

ワイヤレス充電 対応 

急速充電 非対応 

パワーバンク機能 非対応 

タッチコントロール 対応 

マルチ接続 対応 

防水 対応 

その他機能 SOUL PLUS アプリでのイコライザーなど音質設定や各種イヤホン機能の操作 

SOUL PLUS の対応 OS バージョン   

Bluetooth 仕様 

バージョン Bluetooth5.1 

プロファイル HFP, A2DP, AVRCP 

コーデック AAC,SBC 

Bluetooth 範囲 10 m 

マイク 搭載 

付属品 

 USB 充電ケーブル、シリコンイヤーチップ×各 1（S/M/L）、保護ケース、カラビナ、クイックスタ

ートガイド / マニュアル（英語）、警告および保証シート 

 

 

 



 

■販売チャネル（五十音順） 

家電量販店 エディオン 

上新電機 

ビックカメラ 

ヤマダ電機 

ヨドバシカメラ 

ライフスタイルショップ 東急ハンズ 

イヤホン・ヘッドホン専門店 e イヤホン 

EC サイト NTT-X ストア 

NTT ひかり TV ショッピング 

楽天市場 

 

 

【SOULについて】 

SOUL は、10 年以上にわたり、高品質のオーディオ、ノイズキャンセリングなど様々な技術を余すことなく取込み

製品に新たな命を吹き込みました。すべての SOUL 製品は、消費者のライフスタイルと調和し生活の原動力と

なるよう設計され、パワー、明快さ、快適さを念頭に置き作られています。通勤やスポーツなど様々なシーンであ

なたの好きな曲と常に寄り添うことで、ライフスタイルに良い変化を生み出します。SOUL は最新のテクノロジーを

投入して、高品質で高機能なイノベーションを、最高の価値で提供することを目指します。 

SOUL の詳細については https://jp.soulnation.com/をご覧ください。 

 

 

 

【本件に関する報道関係者からのお問い合せ先】 

SOUL 日本広報事務局 

株式会社プラップジャパン 担当：劉・坂川・柴田・黄 

TEL：03-4580-9156/ MAIL：soul@prap.co.jp 
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