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You know my STEEZ ?

ダンサーのためのオーディオ「ＳＴＥＥＺ」。
フロアでもストリートでも。
練習初めでも本番直前でも。
ひとりでもチームでも。
いつでもどこでもダンサーと共にあり
ダンスをもっと夢中なひと時にする。



“踊る”ための音と機能。新しいダンスシーンを
クールに演出するオーディオ。

PCでもiPhoneでも。 
ステージで輝くダンサーになるための機能が充実、
ソフトウェア＆アプリケーション。タフボディ&クールデザイン　アクティブに使えるストリートモデル

AV専門誌賞を受賞

AV専門誌賞を受賞

ポータブルミュージックシステム

JANコード　L:4988028149139　P:4988028149146　W:4988028149153
付属品： USBケーブル、ACアダプター、リモコン（電池付き）、クイックスタートガイド

練習やバトル用の基本機能を備えたエントリーモデル

AV専門誌賞を受賞

JANコード:4988028151521
付属品： USBケーブル、ACアダプター、リモコン（電池付き）、クイックスタートガイド

ダンサーライクなキレと迫力の重低音
圧倒的なハイパワーモデル

AV専門誌賞を受賞

オープン価格※

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

STZ-D10T

ポータブルミュージックシステム

オープン価格※

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

STZ-D10S

ポータブルミュージックシステム

オープン価格※

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

STZ-D10Z

JANコード　G:4988028149160　R:4988028149184 　K:4988028149177
付属品： USBケーブル、ACアダプター、リモコン（電池付き）、クイックスタートガイド
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（株）音元出版
STZ series

（株）音元出版
ドックスピーカー

受賞
（株）音元出版
ドックスピーカー

受賞
（株）音元出版
ドックスピーカー

STZ-D10T-G
GREEN

STZ-D10S-L
BLUE

STZ-D10S-P
PINK

STZ-D10Z-R
RED

STZ-D10S-W
WHITE

STZ-D10T-R
RED

STZ-D10T-K
BLACK

楽曲管理に加え、ダンスに最適なプレイリスト＆オリジナルトラッ
ク作成などが行える「MIXTRAX Software」。ダンサーはもちろ
ん、音楽好きも納得の充実した機能を備えたPCソフトウェアです。

お手持ちのiPhone/iPod touchに保存した楽曲で、すぐにダン
スの練習が行えたり、iPhone/iPod touchのカメラでダンスの動
画を撮影できるSTEEZ APP「dance＋」。直感的な操作で手軽に
練習に没頭できるダンス上達アプリケーションです。

http://www.mixtrax-global.com/ https://itunes.apple.com/jp/app/dance-boost-app-dance+-by/id619727273?mt=8

今すぐオフィシャルサイトから無料でダウンロード!!
Windows/Macに対応

PCの楽曲をSTEEZ AUDIOに転送

MIXTRAX
  Software

PC

USB

STEEZ AUDIO

プレイリストやオリジナルトラックをSTEEZ AUDIOに転送。
ダンスの練習に最適な様々な機能を利用できます。

STEEZ AUDIO

for PC for iPhone/iPod touch

使い方 使い方

リュックに入るコンパクトサイズ
D10T D10S

ストリートでの使用も可能な2電源方式
D10T D10S D10Z

突然の雨にも安心な防滴※タフボディ
D10T D10Z

※JIS保護等級2級（IPX2）相当。 IPX2：製品が15度以内で傾斜しても鉛直に落下する水滴に対して保護すること。

iPod／iPhoneの音楽も楽しめるiPod／iPhone端子（30ピン）搭載
D10T D10S D10Z

お持ちのiPodやiPhoneをつないで、音楽を聴くことができます※。
※iPodやiPhoneに保存している楽曲では、テンポコントロール、ダンスCUE、エイトスキップ、DJ MIXモード、オートバトルモードを使用することはできません。

STZ-D10T/STZ-D10S：約４時間/単3形アルカリ乾電池×6本　　STZ-D10Z：約15時間/単1形アルカリ乾電池×10本
＊初期設定、VOL35、Memory function（内蔵プリセット音源再生）の場合。お客様の使用状況により、時間が前後する場合がございます。

＊テンポコントロール、ダンスCUE、エイトスキップ、DJMIXモード、オートバトルモードは、PC用楽曲管理アプリケーション「MIXTRAX Software」を使って楽曲解析を行い、STEEZ AUDIO
に転送した場合に使用できます。詳しくはP4をご覧ください。

踊るためのサウンドを実現
D10T D10S D10Z

従来の小型ポータブルスピーカーでは聴き取りにくかった、ダンスに不可欠なビートを感じやすくする機能が「ダンスサウンド」です。コンパクトボディのSTZ-D10Tや
STZ-D10Sでは、小音量でもビートをきちんと掴め、ハイパワーモデルのSTZ-D10Zでは、より迫力のある重低音を再現し、ダンサー向けの「踊りやすい音」を提供します。

ダンス上達のための機能が充実

今すぐサイトから無料でダウンロード!!

【Windows】■Windows XP 32bit版 SP2/SP3、Windows Vista 32bit版 SP1/SP2、Windows 7 32bit版 SP1、Windows 7 64bit版 SP1 ■1.6 GHz以上のIntel®またはAMDプロセッサを搭載した
コンピュータ■2 GB以上のメモリ■1024×768以上のディスプレイ解像度■200 MB以上の空きディスク容量■Internet Explorer 6以上
【Mac※】■Mac OS X v10.6/10.7/10.8 ■1.6 GHz以上のIntel®Core™ Duoを搭載したMac ■2 GB以上のメモリ■1024×768以上のディスプレイ解像度■200 MB以上の空きディスク容量
※Macをご利用のお客様は、STEEZ製品をMacに接続する前に「MIXTRAX Software」をお手持ちのMacへインストールしてください。「MIXTRAX Software」のインストール完了前に、
STEEZ製品とMacを接続すると、STEEZ製品が正しく認識されないことがあります。
＊ブロードバンドインターネットへの接続環境（推奨）（利用料金が別途必要になる場合があります）

STEEZ APPをダウンロードした
iPhone/iPod touchをSTEEZ AUDIOに接続

【MIXTRAX Software 推奨動作環境】

STEEZ APP
Software

+

iPhone/iPod touch

■PC画面 ■アプリ画面

離れていてもリモコンで操作ができるから、ダンスに集中できる！

・もっともっとダンスの表現力を磨きあげたい！

・振り付けの覚え始めにゆっくり練習したい！ 
・苦手なパートを何度も練習して克服したい！ 
・ダンスの基本をしっかり習得したい！ 
・踊りたいポイントを素早く探したい！

・自分がどれだけ踊れているかチェックしたい！

・好きなジャンルをとことん上手くなりたい！

・自分で作ったオリジナルトラックで踊りたい！ 
・自分の踊る曲は自分で作りたい！

STEEZ APP

Video Rec 

ABリピート

リズムマシン
エイトスキップ

DJ MIXモード

Mix Creator 

オートバトルモード

テンポコントロール

ダンスCUE P5

P8テンポコントロール P5

P8

P8

P5

P5

P5

P6

P6

こんな人におすすめ。Software



練習をサポートする多彩な機能

ダンスバトルを再現する業界初※の機能

▲1on1バトル ▲サークルバトル

対戦時間やダンスジャンルを設定するだけで、バトル用の選曲やスムーズな曲の切り替え、
時間管理がすべて自動でできる業界初の「オートバトルモード」を搭載。1on1やチームバトル
用「Normal Battle」と、サークルバトル用「Circle Battle」の2モード設定が可能です
（STZ-D10Sは「Normal Battle」のみ）。また、エフェクトによる曲の切り替えや交代10秒前
コールなど、DJやタイムキーパーの役割もすべておまかせ。いつでもどこでも気軽にバトルを
楽しむことができます。
※オーディオ機器として。2011年9月7日現在、パイオニア調べ。

D10T D10S D10Z

D10T D10S D10Z

オートバトル
モード

▲「Normal Battle」モード

ジャンルや
時間を選ぼう
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＊画面はすべてSTZ-D10Tの画面です。

▲カウントダウンスタート画面 ▲フィニッシュ画面

BATTLE START!!
FINISH!!
FINISH!!

「ミックスクリエイター」でステージ用のオリジナルトラックを手軽に作成

PCの
ライブラリ × × ＝

STEEZに転送

音楽データとして保存も可能 

自動で選曲しミックスします。 選曲やエフェクト/BPM調整などが直感的に行えるので、
特別な知識がなくても思い描いたトラックを作成できます。

全部おまかせラクラク作成

曲の流れが
わかる
ブロック表示

再生範囲・
つなぎ方を
選べる

曲順変更・
追加OK

自分好みにこだわり作成

ワンクリックで 
オリジナル楽曲
が完成

フリースタイルダンスやアドリブなどの練習をしたい時に便利な機能
です。また、ダンス初心者の場合、ジャンルに適した練習曲選びのサ
ポートツールとしても利用できます。

振り付けの覚え始めはもちろん、スローテンポなどで練習したい時
にも最適です。 

楽曲を8拍単位（8/16/32/64拍を選択可能）でスキップできる
ので、踊りたいポイントを素早くサーチすることができます。

苦手な部分の反復練習や皆で合わせる練習など、繰り返し同じポイント
から踊りたい時に便利です。

基本ステップを練習したい時に便利な機能。プリセットリズムシーケ
ンス（5種類）のほか、MIXTRAXで作成した独自のリズムシーケンス
も転送できます。

▲テンポコントロール設定画面

▲始める前のストレッチやアイソレーションにも便利

指定したジャンルの楽曲を
自動選曲しながらミックス再生

テンポ
コントロール

リズム
マシン

エイト
スキップ

楽曲の音程を変えずに
曲のテンポを任意にアップ/ダウン

自分で作ったリズムシーケンスを
繰り返し再生

楽曲を8拍単位でスキップダンス
CUE

任意で選んだ曲中の1ポイントに
ワンボタンでアクセス

エイトスキップ

DJ MIX
モード

▲オリジナルで作成する場合には
　楽器の種類やＢＰＭを自由に選
　ぶことができます。 

選べるジャンル

任意のプレイリスト

ジャンルに関係なく再生する

CUECUE

じっくり練習に

①CUEポイントを設定しておけば・・・

②ワンボタンで設定したポイントに
　戻ることができる！！

CALL

MEMO

CUE

CALL

MEMO

CUE

STEEZ AUDIOとMIXTRAX Softwareの
組み合わせで、 ステージで輝くための練習を思う存分に。

MIXTRAX Softwareで解析した楽曲データを
使って、簡単にオリジナル楽曲を作ることができます。

オリジナルトラックで
ステージへ
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離れた場所からリモコン操作が可能！

STEEZ AUDIOと組み合わせれば、付属のリモコンでiPhone/iPod touchに保存されている楽曲の再生／停止、ABリピートの頭出
し、動画の撮影開始／停止の基本操作が可能です。離れて踊っている場所からリモコンを使って、スマートに練習することができます。

振り付けの覚え始めでも安心！

楽曲の音程を変えずに、テン
ポを速めたり遅くすることが
できます。振り付けの覚え始
めはゆっくり、慣れてきたら
徐々にテンポを上げながら、
チームみんなで揃って練習で
きます。 

振り付けの反復練習を徹底サポート！

ダンスに欠かせない反復練習も、
STEEZ APPが徹底サポート！曲
の好きなパートを繰り返し聴ける
ので、苦手なパートや難しいパート
の反復練習に最適。振り付け時に
も納得いくまで踊り込むことができ
ます。

iPhone/iPod touchに保存された楽曲を使って、iPhone/iPod touch
のカメラでダンス練習の動画を撮影できます。STEEZ AUDIOのリモコン
で、動画の撮影開始／停止の操作が行えます。

動画撮影で自分や
チームのダンスを徹底チェック！

テンポコントロールやＡＢリピートを使って練習しながら、同時に動画を撮影。すぐにその場でダンスの出来を確認できるので、
より理想のイメージに近付けることができます。

動画を確認して、理想のイメージに近付ける！

iPhone/iPod touchのカメラで
撮った動画にはSTEEZ APPで再生
中の楽曲がダイレクトに録音されま
す。動画には、雑踏や車などの周囲の
音は一切録音されないため、クリアな
音楽とダンスのマッチングをしっかり
チェックできます。

クリアな音で自分のダンスをチェック！
●STEEZ APPとSTEEZ AUDIOの組み合わせ ●STEEZ APPとSTEEZ AUDIO以外のスピーカーの組み合わせ

AB
リピート

テンポ
コントロール

テンポ
コントロール

Video Rec

Video Rec

「テンポコントロール」設定画面 「ABリピート」設定画面

●楽曲のAメロだけ再生して踊る ●ダンスの出来を動画でチェック

踊っている場所からリモコン操作ができるため、
集中力が途切れず練習に没頭できる。

AB
リピート

リモコン
操作

リモコン
操作

【STEEZ APP 推奨動作環境】
対応OS ： iOS 5.0以降
対応デバイス ： iPhone 4、iPhone 4S、iPhone 5、iPod touch（第4世代以降）、 iPad（第2世代以降）、iPad mini
対応音楽ファイルフォーマット ： MP3/AAC/WAV/AIFF

今すぐサイトから無料でダウンロード

https://itunes.apple.com/jp/app/dance-boost-app-dance+-by/id619727273?mt=8

iPhone/iPod touch に対応

すぐに使える！ダンスの上達を強力にサポートするiPhoneアプリ登場！
お手持ちのiPhone/iPod touchに保存した楽曲ですぐにダンスの練習が行えたり、
iPhone/iPod touchのカメラでダンスの動画を撮影できるSTEEZ APP「dance+」。
直感的な操作で手軽に練習に没頭できるダンス上達アプリケーションです。

iPhone/iPod touchで
撮影した動画

保存される動画

iPhone/iPod touchに
入っている楽曲

MIX

PLAYREC
動画再生中

iPhone/iPod touch
REC

STEEZ AUDIO

操作のたびにスピーカーと踊っている場所を
往復しなければならず、ダンスに集中できない。

往復

ダンス撮影中

楽曲の音程を変えず
に直感的に曲のテン
ポを変更できます。

再生中でも簡単に再
生開始・終了位置を
ワンクリックで設定。

＊使用シーンはイメージです。

＊使用シーンはイメージです。

＊使用シーンはイメージです。



http://steez-pioneer.com/

●本機は、iPod 5G、iPod nano 1/2/3/4/5/6G、iPod classic、iPod touch 1/2/3/4G、iPhone、iPhone 3G/3GS、iPhone 4の音声の再生にのみ対応しています（iPod shuffleには対応しておりません。
また、モデルによっては一部機能が制限されます）。●本製品は、パイオニアホームページに記載されているiPod/iPhoneのソフトウェアバージョンに基づいて開発、テストされたものです。パイオニアホームページ
に記載されているバージョン以外のソフトウェアをお客様のiPod/iPhoneにインストールした場合、本製品との互換が無くなる場合があります。●「Made for iPod」および「Made for iPhone」とは、それぞれiPod
あるいはiPhone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またはiPhone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およびMacは米国および他の
国々で登録されたApple Inc.の商標です。●外形寸法はツマミ、端子などを含んだ最大外形寸法です。●万一、本機と接続したことでUSBメモリーのファイルが損失した場合、当社は一切の責任を負うことが
できませんので、あらかじめご了承ください。●本機とiPod/iPhoneを組合わせてご使用の際、iPod/iPhoneのデータに不具合が生じても、当社は一切の責任を負うことができませんので、予めご了承ください。

「STEEZ」スペシャルWebサイトでは、イベントスケジュールやレポート、
一線で活躍するダンサーズインタビューなど、ダンス周辺情報を随時アップ。
ダンスカルチャーを広くバックアップします。

■STEEZ HEADPHONES

■STEEZ AUDIO

型番
型式

再生周波数帯域
インピーダンス

最大入力（JEITA）
出力音圧レベル
使用ユニット

プラグ（金メッキ）
コード長

質量（コード除く）

付属品

SE-D10M
密閉型ダイナミック
8 Hz～28 000 Hz

32 Ω
1500 mW
105 dB
φ40 mm

φ3.5 mm ステレオミニプラグ
1.2 m
220 g

SE-D10C
密閉型ダイナミック
5 Hz～22 000 Hz

16 Ω
100 mW
110 dB
φ9 mm

φ3.5 mm L型ステレオミニプラグ
1.2 m
5 g

イヤホンチップ（XS・S・M・L各種2個）

※1：JIS保護等級2級（IPX2）相当。IPX2：製品が15度以内で傾斜しても鉛直に落下する水滴に対して保護すること。　※2：STZ-D10Zのみ対応。

オリジナリティを演出しながら、ダンサーにぴったりの重低音サウンドが楽しめるヘッドホン。
ビート&クリアな音作りでダンスミュージックの世界観を心地良く楽しめるほか、ヘッドバンド
タイプでは、計3色のカラーイヤーパッドを着せ替えて自分らしさをアピールできます。

SE-D10 C-W
WHITE

SE-D10M-W
WHITE密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

JANコード　W:4988028148293　K:4988028148286
付属品： イヤーパッド2色×2、コードストラップ、2.0 m延長コード

オープン価格※

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

SE-D10M
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本カタログに記載の全商品の価格には、配送費・据付費・使用後の商品引きとり代金などは含まれておりません。

http://pioneer.jp/support/お客様サポート カタログや取扱説明書のダウンロード、よくあるお問い合わせなどの商品サポート情報の
ホームページです。カタログの送付申し込みもこちらから行えます。

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品のお問い合わせおよびカタログのご請求窓口    　0120-944-222　      044-572-8102一般電話 ●FAX受付  044-572-8103

●営業時間/月曜～金曜9：30～18：00/土曜9：30～12：00、13：00～17：00（日曜・祝日・弊社休業日除く）
〈ご注意〉市外局番｢0120｣で始まるフリーコールはPHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話などではご利用になれません。また［一般電話］は、携帯電話、PHSなどからのご利用が可能ですが、通話料金がかかります。予めご了承ください。

カスタマーサポートセンター

商品に関するお問い合わせおよびカタログのご請求は下記のカスタマーサポートセンターへお電話でどうぞ（全国共通　　）

この印刷物には環境に配慮した植林木の用紙および植物性大豆油インキを使用しています。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店へ。もし、販売店でおわかりにならない場合は、弊社のカスタマ－サポートセンターへおたずねください。●このカタログに掲載の
仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。●写真の製品の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。●ハガキによるカタログの請求は希望商品名を
ご記入の上、〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号パイオニアカスタマーサポートセンターへ。●ホームページにてカタログ請求も行っております。

高音質再生と装着感を向上させる「イヤーダイレクトマウント構造」

収納時にスライダー部を
スライドさせ、Ｌ側、Ｒ側の
ヘッドホン部を固定すること
で、コードのからみを防止

ダンスミュージックの再生に適した音質を実現
強磁力ネオジムマグネットを使用した口径9mmのスピーカーユニットにより、低域を豊かに再生します。

SE-D10 C-K
BLACK

JANコード　W:4988028148279　K:4988028148262
付属品： イヤホンチップ（XS・S・M・L各種2個）

密閉型インナーイヤーヘッドホン

オープン価格※

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

SE-D10C

-W 付属カラーイヤーパッド（BLUE、PINK）
-K  付属カラーイヤーパッド（GREEN、RED）

イヤーパッド2色×2、
コードストラップ、
2.0 m延長コード、

HEADBAND type INNER type

型番
メモリー容量
ディスプレイ

電池
最大記録曲数（MP3 128 kbps 4 分）

カラー
再生可能形式
最大外形寸法
質量

入出力端子 /インターフェイス
付属品

4 GB
QVGA 2.4インチ LCD

Normal
ー
1モード

約800曲
BLUE、PINK、WHITE

319 mm（W）×89mm（H）×94mm（D）
0.8 kg

4 GB
QVGA 2.4インチ LCD
Normal/Circle

◯
3モード（Low/Mid/High）

約800曲
GREEN、RED、BLACK

360 mm（W）×113 mm（H）×108 mm（D）
1.2 kg

STZ-D10TSTZ-D10S STZ-D10Z

オートバトルモード
防滴構造※1

ダンスサウンド

フルレンジ
トゥイーター
ウーファー

主な機能

スピーカー部 スピーカー
構成

形式

MP3、WMA、AAC、WAV

φ3.5ステレオヘッドホン端子、φ3.5マイク端子※2、φ3.5外部入力端子、USB A端子、MINI USB B端子、iPod/iPhone端子
USBケーブル、ACアダプター、リモコン（電池付き）、クイックスタートガイド

密閉式
4 cm コーン型×2

ー
ー

単3形乾電池×6本

2.5 W+2.5 W
（JEITA、1 kHz、10％、4Ω）

10 W+10 W+20 W 
（L+R+Sub-Woofer JEITA、1 kHz、10％、8Ω）アンプ部（実用最大出力）

4 GB
QVGA 3.5インチ LCD 
Normal/Circle

◯
3モード（Low/Mid/High）

位相反転（バスレフ）式
8 cm コーン型×2

2.6 cmセミドーム型×2
13.5 cm コーン型＋パッシブラジエーター

単1形乾電池×10本
約800曲
RED

632 mm（W）×245 mm（H）×221 mm（D）
7.4 kg

HEADBAND type

INNER type

標準装備のイヤーパッドのほかに、色違いの着せ替え用イヤーパッドを2種類同梱。
ファッションスタイルや使用シーンに合わせてイヤーパッドの色を変えられます。

街中での使用時や着脱時に邪魔にならない片出し仕様のコード（1.2m）を採用。 また、部屋の中でSTEEZ AUDIOやAV機器につなぐ際に便利な延長コードも付属しています。

着せ替えできるカラーイヤーパッドを付属

邪魔になりにくい片出し仕様のコード

コンパクトに収納できる「折りたたみ機構」

さまざまなモニタリングスタイルに対応する「ハウジング反転機構」「スイーベル（旋回）機構」

ダンスミュージックの再生に適した音質を実現
強磁力希土類マグネットを使用した大口径40mmのスピーカーユニットにより、低域を豊かに再生します。
また、ボイスコイルに軽量のCCAW（銅被覆アルミニウム線）を採用し、広帯域でクリアな音質を実現。

STEEZロゴをデザインした「からみ防止スライダー」を付属
カバンやバッグに収納する際にコードの絡みを防止します。

スピーカーユニットから出る音がダイレクトに耳に届くよう、耳穴へ向けてユニットをマウントすることで高音質再生を実現。
音の通り道となるノズルも耳穴に合わせて角度をつけることで装着感の向上も図っています。

耳のサイズに合わせた4サイズのイヤホンチップを付属

SE-D10M-K
BLACK

スピーカーユニット

ノズル

スピーカーユニットとノズルを耳穴
の方向に向けることで、高音質再生
を実現し、装着感も向上


