Stereo Earphones

TE-03
取扱説明書

Owner’s Manual
このたびはフォステクス製品をお買い上げ
いただき、有難うございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読み
の上、正しくご使用下さい。
TE-03は、高音質再生可能なイヤホンで
す。携帯音楽プレーヤー等に接続してお使
いいだくのに最適な製品です。
製品の特長

Thank you for purchasing the Fostex product.
We hope you will read through this manual so
that you can correctly use it.
The TE-03 is a pair of earphones that can
reproduce high quality sound. It is suitable to
connect to such audio product as a portable
audio player.

Outstanding features

1.アルミ削り出し筐体
イヤホン筐体（ボディー）にアルミ削り出
し素材を採用。高い寸法精度の加工による
表面の平滑性や高剛性により、高音質再生
を実現。

1. Machined Aluminum body
The TE-03 uses a machined aluminum body.
Our high precision machining has made a fine
surface and high rigidity that promises high
quality sound reproduction.

2.ダイナミック型ドライバー
力強い低音、広帯域再生、自然な音のつな
がりを実現するダイナミック型ドライバー
を採用。

2. Dynamic type earphone driver
The dynamic type driver accomplishes the
powerful bass, wide frequency range and a
natural sound transition.

3.平型ケーブル
ケーブルは絡みにくい平型ケーブル採用。

使用上の 注意
＊ イヤホン内部に向けて息を吹きかけない
でください。内部の振動板が破損する恐れ
があります。

コンボックスの操作

3. Flat cable
Tangle-free flat cable is employed.

Caution when using
* Do not blow air inside the
ear tip. It may damage the
diaphragm inside.

Controller functions

＜通話＞

<Telephone>

通話開始、または終了: 1回クリック

Call start or finish: click once

<Music listening>

＜音楽再生＞
1回クリック

click once

素早く2回クリック

click twice quickly

素早く3回クリック

click three times quickly

* Available functions depend on the player
connected.

＊ 対応機能はご使用の再生機器により異な
ります。

Specifications

仕様
モデル名

TE-03

Model No.

TE-03

形式

ダイナミック

Type

Dynamic
20 Hz ~ 20 kHz

周波数特性

20 Hz 〜 20 kHz

Frequency response

インピーダンス

16 Ω

Impedance

16 Ω

感度

91 dB （1 kHz、1 mW）

Sensitibity

91 dB (1 kHz, 1 mW)

最大入力

5 mW

Maximum input power

5 mW

プラグ

3.5ミリ ステレオミニプラグ（4極）

HP Plug

3.5 mm stereo mini plug (4-conductor)

ケーブル長

1.2 m

Cable Length

1.2 m

マイク（コンボックス部）

Microphone (Controller)

形式

エレクトレット・コンデンサー・マイク

Type

指向特性

全指向性

Directional Pattern

Omnidirectional

付属品

イヤチップ（XS、S、M、L）
ポーチ

Accessories

Ear tips (XS, S, M, L)
Pouch

保 証 書
このたびフォステクス製品をお買い上げいただきまして、誠にあり
がとうございます。厳格な検査を経てお手元にお届けしておりま
すが、お客様の正常な使用状態で故障が発生した場合には、保証
書記載内容により無償で修理いたします。本書をご提示の上、取
扱販売店または当社営業窓口へ修理をご依頼ください。

保 証 期 間 1 年
機種名
および

型 番
機 番

〒196-0024 東京都昭島市宮沢町 512

☎

〒
ご住所：

ご氏名：
お買い上げ日：

TE-03

フォステクス カンパニー

Electret Condenser Microphone

年

月

日

販
売
店

☎
販売店様へのお願い：必ず太枠内の所定事項を記入捺印の上、お客様にお渡しください。

☎ 042-545-6111

お客様へのお願い：保証期間内に無料修理を受ける場合、太枠内に記載がないときは、
「領収書」
または「納品書」等と一緒に本書を提出してください。

＊製品についてのお問い合わせは、下記営業窓口へご連絡下さい。
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1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan
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