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2019 年 5 月 20 日
フォステクスカンパニー

a division of Foster Electric Co., Ltd.

　フォスター電機株式会社フォステクスカンパニー（代表取締役社長：吉澤博三／東京都昭島市／以下フォ
ステクスカンパニー）は、左右独立伝送技術 True Wireless ™ Stereo Plus に対応し、また、MMCX コネ
クタを採用した着脱式フレキシブル・ショート・ケーブルによって、好みのイヤホンに付け替えて完全
ワイヤレス化をも実現する、次世代型完全ワイヤレス・ステレオ・イヤホン TM2、および専用ケーブル
3 種を 5 月 31 日より販売いたしますので、お知らせいたします。
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製品型番
標準価格

JANコード
製品ページ

完全ワイヤレス・ステレオ・イヤホン
TM2
オープン価格／1ペア
4995090308524
http://www.fostex.jp/products/tm2/

着脱式フレキシブル・ショート・ケーブルで好みのイヤホンの完全ワイヤレス化が可能！
最新チップセット採用により左右独立伝送を実現する新機能 True WIreless ™ Stereo 
Plus 対応の次世代型完全ワイヤレス・ステレオ・イヤホン TM2 新登場。

New Product Information

◎本製品に関するお問い合わせ先
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フレキシブル・ショート・ケーブル（MMCX）
ET-TM2MMCX
オープン価格／1ペア
4995090308630
https://www.fostex.jp/products/et-tm2mmcx/
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製品型番
標準価格

JANコード
製品ページ

フレキシブル・ショート・ケーブル（Fitear2Pin）
ET-TM2F2P
オープン価格／1ペア
4995090308623
https://www.fostex.jp/products/et-tm2f2p/
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製品型番
標準価格

JANコード
製品ページ

フレキシブル・ショート・ケーブル（CIEM2Pin）
ET-TM2C2P
オープン価格／1台
4995090308616
https://www.fostex.jp/products/et-tm2c2p/

◎ TM2：初回生産限定特典！
　  ET-TM2F2P (FitEar 2pin コネクタ仕様 ) フレキシブル・ショート・ケーブルが付属！
　 ※特典は数が無くなり次第終了となります。
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　TM2 は、タッチセンサーとマルチボタンの二つの操作部を備える Bluetooth® 受信機本体と、様々な耳
周りの形状に合わせてケーブルを整え固定することができる着脱式フレキシブル・ショート・ケーブル、
自社開発の高性能φ 6mm ドライバーを搭載した MMCX コネクタ採用の着脱式イヤホンの 3 パーツ構成か
ら成る、イヤーフックタイプの次世代型完全ワイヤレス・ステレオ・イヤホンです。Qualcomm® 社製の最新
チップセット QCC3026 を採用し、対応する Bluetooth 機器と接続することで左右独立伝送を可能とする    True 
Wireless ™ Stereo  Plus に対応し、ノイズや音切れを大幅に軽減。また、従来の接続方法（※ 1）において、左右のバッ
テリー残量によってマスター機を自動的に切り替え、効率よく消費することで長時間動作をサポートするロール
スワッピング機能も搭載。そして、専用に設計された着脱式フレキシブル・ショート・ケーブル（MMCX タイプ
を標準装備）によって、好みのイヤホンに付け替えて様々なイヤホンの完全ワイヤレス化をも実現。併せて、付
け替えられるイヤホンの幅が広がる 2 種類のカスタム・イヤホン用の 2pin タイプのケーブルも同時発売。
TM2 は、新機能とカスタマイズ性を兼ね備えた、まさに次世代型の完全ワイヤレス・ステレオ・イヤホンです。

● Qualcomm ®最新チップセットQCC3026採用。Bluetooth®5.0に対応し安定の接続環境を提供。
●対応するBluetooth機器と接続することで、左右独立伝送を可能とするTrue Wireless ™Stereo Plus モー
　ドに対応することができ、左右間の音切れのストレスを大幅に軽減。
●左右のバッテリー残量を判断し、接続される発信機と先に通信するマスター機の切り替えを自動的に行
　い、効率よくバッテリーを消費し、長時間動作をサポートするロールスワッピング機能を搭載（※1）
●高音質伝送を可能とするQualcomm® aptX™ audio、 およびAAC、SBCコーデックに対応。
●外れにくいイヤーフック式を採用。タッチセンサー（音量調整、早送り／コマ送り操作）とマルチボタン　
　（音楽再生操作／通話操作）との2 通り操作方法を採用。
● MMCX タイプの着脱式フレキシブル・ショート・ケーブルを標準装備。耳周りの様々な形状に合わせて、　
　最適なポジションに整え固定することができ、快適な装着感を実現。また、お気に入りのMMCX タイプの
　イヤホンに付け替えることで、完全ワイヤレス・イヤホンとして使用可能（※2）
●自社開発による高性能φ 6mm ダイナミック型ドライバー・ユニットを採用。サイズを感じさせないダイ
　ナミック型ならではの広帯域再生と迫力を堪能できるミニマル・デザインのMMCXコネクタ採用の着脱
　式イヤホンを標準装備。
●防水性能等級IPX5 を有し、雨、汗等の生活防水に対応。
●近日公開予定のスマートフォン用TM2専用アプリを使用することで、外音取り込み機能、5バンドイコラ
　イザー調整機能、ボイスアシスタント呼び出し機能を使用可能。（公開日、および詳細は近日弊社ホームページにてお知らせします）

（※1）従来の接続方法（下図：レガシーモード接続）にて有効。（※2）すべてのMMCX、その他タイプのイヤホンの接続を保証するものではございません。他社製品との接続は自己責任にてご使用ください。

■主な特長

■製品概要

接続する Bluetooth 機器と、左右
いずれかをマスターとして接続す
る従来のペアリング方法です。

◎レガシーモード接続

接続する Bluetooth 機器と、左右そ
れぞれ個別に接続する新しいペアリ
ング方法です。

◎ True wireless Stereo Plus　
　 モード接続

後部のマルチボタン 分離する 3 パーツ構成 様々なサイズのイヤホンを収納可能なスペースを
設けた充電専用クレイドル（バッテリー非搭載）

【接続する Bluetooth 機器によって接続方法を自動設定】
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▶ Bluetooth 仕様
・ ファームウェアver.：Bluetooth ver.5.0
・ 出力クラス：Class2
・ 通信方式：FHSS（ 周波数ホッピング方式）
・ 通信距離：約10m
・ 周波数帯域：2.4 GHz（2402 ～ 2480MHz）
・ 対応プロファイル：A2DP 1.3, AVRCP 1.6,HSP 1.2, HFP 1.7
・ 対応コーデック：AAC、apt-X、SBC
・ 対応コンテンツ保護：SCMS-T方式
・ 伝送帯域：20Hz ～ 20kHz
▶オーディオ仕様（イヤホン単体仕様）

・ 型式：ダイナミック型
・ ドライバユニット：口径6mm
・ 再生周波数帯域：10Hz~40kHz
・ インピーダンス：16 Ω
・ 外形寸法：W21.6×D14.6×H6.5（mm）
▶マイクロホン仕様

・ 形式：MEMS
・ 指向特性：全指向性／CVCノイズキャンセリング搭載

■主な仕様

※ Bluetooth® およびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。
※ Qualcomm aptX および Qualcomm TrueWireless は、Qualcomm Technologies,Inc. またはその子会社の製品です。Qualcomm は米国および他の国々で登録された Qualcomm Incorporated の商標です。Qualcomm 
　 TrueWireless は米国および他の国々で登録された Qualcomm Incorporated の商標です。aptX は米国および他の国々で登録された Qualcomm Technologies International, Ltd. の商標で、許可を受けて使用しています。
※ FitEar® は、須山歯研株式会社の登録商標です。その他記載した商標は各社の登録商標です。
※ 製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。　※製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。

▶リモコン仕様
・ 音楽再生操作：再生、一時停止、曲送り、曲戻し、頭出し、早送り、
   音量調整

・ 通話操作：受話、受話切り
▶充電用クレイドル仕様

・ 入力ポート：micro USB（ typeB）
・ 外形寸法：W138×D67×H35
・ 質量：128g（TM2本体除く）
▶その他

・ 本体外形寸法：W40.2×D48.2×H8.8(mm)
・ 本体質量：11g×2（ケーブル、イヤホン含む）
・ 本体電源：DC3.7V 内蔵充電式リチウムイオン電池
・ 充電時間：約1時間30分（フル充電）
・ 連続再生／通話時間：最大約10時間
・ 防水保護等級：IPX5
▶付属品

・ 充電用USBケーブル　
・ イヤーピース（S,Ｍ,L：Mサイズ装着済み）
・ PUレザーポーチ　
・ ロゴステッカー　
・ 取扱説明書兼保証書

CIEM2pin タイプ （ペア）FitEar 2pin タイプ （ペア）MMCX タイプ （ペア）

フレキシブル・ショート・ケーブルは、耳周りの様々形状に合わせて固定する
ことが可能。メガネとの併用時なども、ケーブルを適度に変形させ、ツルを除
けるようにケーブル形状を整え固定することで、快適にご使用いただけます。

ミニマルデザインのイヤホン部に採用された、φ 6mm サイズとは思えな
いダイナミック型ならではの広帯域再生と迫力を堪能できる、モジュー
ル構造の自社開発ドライバーユニット。

※製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。　※製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。

型番：ET-TM2F2P　
※ 4N クラス OFC（高純度無酸素銅）
長さ：約 30mm
質量：3.78g

型番：ET-TM2MMCX
※ TM2 同梱品と同仕様
※ 4N クラス OFC（高純度無酸素銅）
長さ：約 30 ｍｍ
質量：3.93g

型番：ET-TM2C2P
※ 4N クラス OFC（高純度無酸素銅）
ピン径：0.78mm
長さ：約 30mm
質量：4.13g

■ TM2専用アクセサリー ：フレキシブル・ショート・ケーブル （3タイプ）


