
■OPENING

■HOME - Main Menu -

TMシリーズが接続されていない場合は、
この画面より進むことができず、本アプ
リケーションをご使用できません。

TMシリーズが接続完了すると、本画面で
接続完了をお知らせし、自動的にHOME
画面に移ります。
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・Connection Status 
　形状アイコンが点灯し接続状態を示します。

・Battery Indicator
　左右それぞれのバッテリー残量を電池型メ
　モリと％表示します。

・Identify the Master unit
　マスター機には、▶左、右◀それぞれの三角
　印が表記されます。

・Status Icon
　開いているページのアイコン
　が点灯します。また、アイコ
　ンをタッチすることでページ
　の移動も可能です。

・Firmware Version
　接続された TM2のファームウェア・バー
　ジョンを表記します。

・Main Contents
　メイン・コンテンツ



■ CONFIGURATION

▶ LANDSCAPE SOUND　（外部の環境音を取り込む機能です）

▶LANDSCAPE SOUND
　外部の環境音を取り込み、再生している音楽とミックスして聴くこ
　とができる機能を追加します。

▶EQUALIZER
　再生する音楽の音質を調整する５バンドイコライザー

▶TOUCH SENSOR
　タッチセンサー操作のON有効／OFF 無効を切替えます。

▶VOICE ASSIST
　iPhone や各スマートフォンが個別有する AI アシスタント呼び出し
　機能をON有効／OFF 無効で切替えます。

・ON / OFF Switch
　ONにすると外部の環境音を取り込みことができます。イヤホンを掛
　けた状態でも、声や社内のアナウンス等が聞き取りやすくなります。

・VOLUME SLIDER
　ONにした際に操作可能となります。外部の環境音の取り込み音量を
　調節することができます。



▶EQALIZER（音声イコライジング～プリセット機能、プレイヤーボタン）
5帯域の音質調整のイコライジング機能と、調整した設定値を 3種類記憶させることができます。

・PLAY BUTTON
　再生中の音楽の再生／
　停止／曲送り／曲戻し
　操作ができます。

❶ EQ の標準（初期）画面の設定はフラッ
　トで、ボタンは全部グレー状態。

❷EQバー調整すると、FLAT ボタンはオ
　レンジに点灯し、ABC ボタンは全てブ
　ルーに点灯。

❸EQバーで設定値を決め、これを Aにプ
　リセットしたい場合、Aをタッチすると、
　Aと同時にPRESETボタンがブルーに点灯。

❹PRESET ボタンをタッチすると、PRESET
　ボタンはグレーに変更し、Aボタンは
　グリーンに変更しプリセットが完了。



・TOUCH SENSOR / ON
　タッチセンサー機能を
　有効にし、音量調整や
　スキップ再生、AI アシ
　スタント呼び出し操作
　を行うことができます。

・TOUCH SENSOR / OFF
　全てのタッチセンサー
　機能を無効にします。
　※VOICE ASSIST ボタン
　が消えます。

Android の場合、専用 
AI アシスタントを呼び
出すことができます。 

iOS の場合、専用 AI ア
シスタントを呼び出す
ことができます。

▶IOS DEFAULT ▶ANDROID DEFAULT

▶TOUCH SENSOR

▶VOICE ASSIST



タッチセンサー操作方法

＜タッチセンサーでは、以下の３つの操作をすることができます＞

・音量調整　　　　　　　　　　　・再生中のコマ送り　　　　　　　・AI アシスタント呼び出し

音楽を再生中に、左右どちらでも
タッチセンサー・エリア（Fostex
ロゴ部分）を 2秒以上タッチし続
けると、音楽がコマ送りされます。
コマ送りは、タッチセンサー・エ
リアから指を離すまで続きます。
※再生プレーヤー（サービス）に
よって、コマ送りの間隔は異なり
ます。

音楽を再生中に、左右どちらでも
タッチセンサー・エリア（Fostex
ロゴ部分）を下から上になぞると
音量が上がり、逆に上から下にな
ぞると音量を下げることができま
す。

音楽を停止し、または停止してい
る状態が 5秒以上経過している無
音状態で、マスター機のタッチセ
ンサー・エリアを 2秒以上タッチ
し続けると、接続している iPhone、
またはスマートフォンの AI アシス
タント機能を、TM2のマイクで呼
び出すことができます。

音量アップは親指で、
音量ダウンは人差し指で！

POINT

Hey Siri !
最新ヒット曲
掛けて♫

間奏のギター
ソロをすぐ聴
きたいのでコ
マ送りするぜ。

動画で確認

工場出荷状態に戻す方法

Check the video ! 

How to return to the factory default setting 

Touch Sensor Operation

https://www.youtube.com/watch?v=X7higoHmz40


■CUSTOMER SUPPORT

▶USERS MANUAL

▶UPDATE

USER'S MANUAL
取扱説明書ページが開きます。

UPDATE
ファームウェア・アップデートすることができます。

HOW TO UPDATE
ファームウェア・アップデートすることができま
す。詳しいアップデート方法は、下記のQRコード
から説明ページをご確認いただけます。

◎アップデート手順（左）
-左側Ⓛから開始する場合 -

（左右どちらからでも実行できます）

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❻ ❼ ❽ ❾

Fostex TM Sound Support : version 2.04 / Firmware version 3.1 Update ( iOS ver.)

ファームウェア・アップデートは、
終始クレイドルに USB ケーブルを接
続し通電した状態で行ってください。
また、TM2 本体の充電も十分である
ことを確認してください。
先ず、TM2 本体を左右共取り出し、
左側から通常のぺアリング方法でス
マートフォンと接続し、左右連結さ
せた状態にしてください。
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未接続時にアプリを立
ち上げると、先ず未接
続を知らせる画面が表
示されます。

接続が完了、または接
続済みの場合、接続完
了画面が表示され、自
動的に❸メイン画面に
移ります。

接続した TM2 のファー
ムウェア・バージョン
が古い場合のみ、更新
を促すコメントが表記
されます。カスタマー・
サポート・ボタンをタッ
チしてください。

UPDATE ボタンをタッ
チして、UPDATE ペー
ジを開いてください。

UPDATE / START ボタン
をタッチすると、ファー
ムウェア・アップデー
トが開始されます。

アップデートが実行さ
れ、ステイタスバーが
約 4 分で 100% まで進
みます。

Ⓛ Left Side

100%まで進むと、自
動的に更新処理（再起
動）を実行します。
※「パワーオン」とアナ
ウンスされます。

更新処理が完了すると、
アップデート完了ペー
ジに代ります。OK を
タッチして完了させま
す。

未接続の画面に代わり
ますので、左側 TM2 本
体のみをクレイドルに
納めて電源を切ってく
ださい。

本アプリケーションは、
App Store から無料で
ダウンロード頂けます。

動画でも確認！

このアップデート方法は、
動画でもご確認頂けます。
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◎アップデート手順（右）
-左側Ⓛから右側Ⓡへ自動切換え -

両側のファームアップを済ませた後は、右側

も必ずクレイドルに戻し、一旦左右を通電し

てからご使用ください。

※ファームアップ所要時間：左右計約 10 分弱

11 12 13 14

16 17

アップデートを済ませた左側本体を、

USB ケーブルを接続し通電している

クレイドルに納めることで、左側の

電源が切れ、自動的に右側にマスター
が切り替わり、右側のアップデート
を行うことができます。その際、環

境により 5秒 ~10 秒掛かる場合があ

ります。
※15秒経過しても自動的にマスターが切り替

わらない場合は、iPhone の Bluetooth 設定画

面で、TM2 RIGHT を選択して接続し直してく

ださい。
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Ⓡ Right Side

15

右側も左側同様の手順でアップデートを行ってください。
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https://www.fostex.jp/wp/wp-content/uploads/Fostex_TM_Sound-Support_main_manu_v2.0.pdf
https://www.fostex.jp/wp/wp-content/uploads/TM_Sound_Support_Update_for_iOS_v3.1_JP.pdf


■INFORMATION

▶SYSTEM INFOMATION

▶FOSTEX.COM

DEVICE ID
接続された TM2シリーズの IDが表記されます。

BATT VOLTAGE
接続された TM2シリーズの使用バッテリー残量が表記されます。

CERTIFIED NO.
電波法認証取得した各国の認証番号を表記しています。

Fostex International ホームページへリンクします。




