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2022 年 12 月 21日 

SB C&S株式会社 

 

Turtle Beach、Android 向け「Atom モバイルゲームコ

ントローラー」とフラッグシップモデルのワイヤレス 

ヘッドセット「Stealth 700 Gen 2 MAX」の販売を開始 
 

SB C&S株式会社は、VOYETRA TURTLE BEACH, INC（本社：米国ニューヨーク州、CEO：Juergen 

Stark）が展開する米国でコンソールゲーミングヘッドセット業界を牽引している Turtle Beach（タート

ルビーチ）の「Atom（アトム）シリーズ」から、Bluetooth®でAndroid スマートフォン（スマホ）と接続

し、コンソールスタイルの操作が楽しめる「Atom モバイルゲームコントローラー」と、PlayStation®や

Nintendo Switch、PC向けのプレミアムなゲーミングワイヤレスヘッドセット「Stealth 700 Gen 2 MAX」

を 2022 年 12 月 23日から、TURTLE BEACH 公式ストア、SoftBank SELECTION オンラインショッ

プ、Amazon、全国の大手家電量販店（一部店舗を除く）で販売を開始します。販売の開始に先立ち、

TURTLE BEACH 公式ストア、SoftBank SELECTION オンラインショップ、Amazonでは、本日から

予約の受け付けを開始します。 

 

 

 

【Atom モバイルゲームコントローラー】 

「Atom モバイルゲームコントローラー」は、Androidデバイスでのクラウドゲーミングに対応したモバ

イルゲームコントローラーです。Android 8.0 以降のスマホとBluetooth®接続することで、没入感あふれ

るクラウドゲーミング体験を提供します。コントローラーは 2 つの独立したモジュールで構成され、ゲー

ムプレイ時には、モジュール同士を 2.4GHzワイヤレスで接続します。コントローラーとAndroidデバイ

スは、低遅延のBluetooth®接続のため、Xbox Game Pass やGeForce Now、Stadia、Steam Linkなどの

クラウドゲームで、ラグのない安定したプレイを可能にします。また、調整可能なバネ式のスマートフォ

ンクランプを採用しており、あらゆるサイズの Androidスマホにフィット。人間工学に基づいた持ち手の
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形状により、コンソールスタイルの操作ができ、リラックスしながら快適なゲームプレイを長時間楽しめ

ます。バッテリーは約 20時間持続し、充電時はわずか 2.5 時間ほどで 100％の充電が可能です。収納時に

は、各モジュールに内蔵のマグネットで一体化させることができるため、ポケットや付属の携帯用ポーチ

に入れ、コンパクトな状態で持ち運びができます。この他、Play Store でAtom コンパニオンアプリをダ

ウンロードすれば、追加機能の設定や新しいゲームの検索、ファームウエアの更新も行えます。 

 

製品紹介動画 

https://youtu.be/z23NQDNIvDc 

 

製品画像 

 

 

※Androidデバイス装着イメージ 

 

主な特長 

 マグネットでくっつくコンパクトで便利な形状 

 低遅延のBluetooth®でAndroidデバイスに接続 

 GeForce Now、Stadia などのクラウドゲーミングに対応 

 使い慣れたコンソールの操作をモバイルで楽しめる 

 調整可能なフォンクランプは、ほとんどのAndroid スマートフォンに対応 

 バッテリーは急速充電に対応し約 20時間持続 

 快適なゲーミングセッションを実現する人間工学に基づいた形状 

 Atomコンパニオンアプリで追加機能やアップデートを利用可能 

 カラー：ブラック／イエロー、ブラック／ティール、レッド／ブラック 

 

製品概要 

互換性 Android 8.0 以降のスマートフォン 

対応クラウドゲーミング Xbox Game Pass、GeForce Now、Stadia、Steam Link など 

接続方法 Bluetooth® 5.0 

充電時間 約 2.5 時間 

バッテリー持続時間 約 20 時間 

本体サイズ 132.5（W）×102.1（D）×42（H）mm 

重量 400g 

同梱物 
本体、持ち運び用ケース、USB-C to USB-Aケーブル（1m）、クイック

スタートガイド（英語）、タートルビーチステッカー 

https://youtu.be/z23NQDNIvDc
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価格 

オープン価格 

（TURTLE BEACH 公式ストア販売価格：税込み 1 万 3,780円／税抜き 1万 2,527円） 

 

製品の詳細 

ブラック／イエロー 

 Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDXR194Z 

 Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/turtlebeach/9760105365763.html 

 楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/turtle-beach/9760105365763 

 

ブラック／ティール 

 Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDXSWZMF 

 Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/turtlebeach/9760105365787.html 

 楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/turtle-beach/9760105365787 

 

レッド／ブラック 

 Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDXQV4Y2 

 Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/turtlebeach/9760105365794.html 

 楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/turtle-beach/9760105365794 

 

 

【Stealth 700 Gen 2 MAX】 

「Stealth 700 Gen 2 MAX」は、PlayStation®やNintendo Switch、PC に対応し、3Dサウンドやチャッ

ト時のクリアな音声を実現した、フラッグシップモデルのワイヤレスマルチプラットフォームゲーミング

ヘッドセットです。40時間以上持続するバッテリーを搭載しており、長時間ゲームプレイに没頭できます。

また、付属のUSB-Cケーブルを使用して、わずか 15 分の充電で約 8時間の急速充電を実現し、充電が切

れた際でも、急速充電によりすぐにゲームに復帰することができます。汎用性の高い USB トランスミッ

ターを使用すれば、PlayStation®や Nintendo Switch、PC で最適化されたオーディオコントロールを使

用して、スイッチ一つでさまざまなプラットフォームでプレイすることができます。そして、Turtle Beach

独自の 2.4GHzワイヤレス技術によって安定した低遅延接続を実現しています。Bluetooth®接続は、ゲー

ムの接続を維持したまま、同時に音楽を聴いたり、モバイル通話を楽しんだりすることが可能です。さら

に、Turtle Beach Audio Hub アプリを使って、オーディオのカスタマイズやヘッドセット上のリマップ可

能なダイヤルとボタンのプログラミングを簡単に行えます。Turtle Beach 独自の高性能な 50mm 

Nanoclear スピーカーを搭載しており、ゲームに命を吹き込むリアルなサウンドを実現。大型で高感度な

Gen 2 フリップトゥミュートマイクにより、チャットの明瞭度も向上しています。さらに、「Stealth 700 

Gen 2 MAX」には、マイクモニタリングの調整やオーディオプリセットのサイクル、Superhuman 

Hearing®サウンド設定の有効化など、簡単にアクセスできるコントロールが装備されています。PC で使

用する場合は、MODEボタンがマルチメディアと同期し、PC やキーボードから直接音楽の再生や一時停

止、トラックのスキップ、マスターボリュームの調節が可能です。 

 

製品紹介動画 

https://youtu.be/xdDKCg5AJNg 

 

 

 

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDXR194Z
https://store.shopping.yahoo.co.jp/turtlebeach/9760105365763.html
https://item.rakuten.co.jp/turtle-beach/9760105365763
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDXSWZMF
https://store.shopping.yahoo.co.jp/turtlebeach/9760105365787.html
https://item.rakuten.co.jp/turtle-beach/9760105365787
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDXQV4Y2
https://store.shopping.yahoo.co.jp/turtlebeach/9760105365794.html
https://item.rakuten.co.jp/turtle-beach/9760105365794
https://youtu.be/xdDKCg5AJNg
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製品画像 

 

 

 

主な特長 

 PlayStation®、Nintendo Switch、PC に対応 

 40 時間以上持続する長寿命バッテリー 

 遅延のない独自の 2.4GHz ワイヤレス接続 

 冷却ジェル、メモリーフォームのイヤークッション 

 メガネのユーザーにも優しい Turtle Beach が特許取得の ProSpecs メガネリリーフシステム 

 高性能 50mm Nanoclearスピーカー 

 PS5 向けの臨場感あふれる 3Dオーディオ 

 カラー：ブラック、コバルトブルー 

 

製品概要 

互換性 
PlayStation®、Nintendo Switch、PC、 

Bluetooth®対応モバイルデバイス 

接続方法 Bluetooth®、2.4GHzワイヤレス接続 

スピーカー 50mm Nanoclear ネオジムドライバー 

周波数応答 20Hz～22kHz 

バッテリー持続時間 40 時間以上 

バッテリー 充電式リチウムポリマー 

イヤーカップデザイン オーバーイヤー(クローズド) 

イヤークッション素材 合成皮革（ブラック）、メモリーフォームクッション 

マイクデザイン フリップアップ・オムニディレクショナル 

同梱物 
本体、ワイヤレス USB トランスミッター、USB-C 充電ケーブル、ク

イックスタートガイド（英語）、タートルビーチステッカー 

 

価格 

オープン価格 

（TURTLE BEACH 公式ストア販売価格：税込み 2 万 7,980円／税抜き 2万 5,436円） 

 

製品の詳細 

ブラック 

 Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0B7T67H9G 

 Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/turtlebeach/9760106839331.html 

 楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/turtle-beach/9760106839331 

https://www.amazon.co.jp/dp/B0B7T67H9G
https://store.shopping.yahoo.co.jp/turtlebeach/9760106839331.html
https://item.rakuten.co.jp/turtle-beach/9760106839331
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コバルトブルー 

 Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0BNQPWZY5 

 Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/turtlebeach/9760106839348.html 

 楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/turtle-beach/9760106839348 

 

【製品に関するお問い合わせ】 

SB C&S株式会社グローバルサポート窓口 

https://gp.supportweb.jp/ 

 

 

VOYETRA TURTLE BEACH, INC （Turtle Beach, ROCCAT）について 

Turtle Beach は米国発のゲーミングヘッドセットブランドとして、10 年以上米国のコンソールゲーミン

グヘッドセット市場を牽引しています。ROCCATはVOYETRA TURTLE BEACH, INC に属するドイ

ツ発のゲーミングデバイスブランドです。 

 
⚫ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。 
⚫ その他、このお知らせに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。 

 

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BNQPWZY5
https://store.shopping.yahoo.co.jp/turtlebeach/9760106839348.html
https://item.rakuten.co.jp/turtle-beach/9760106839348
https://gp.supportweb.jp/

