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高性能ハイブリッド ANC 搭載の完全ワイヤレス
ノイズキャンセリングイヤホン「MS-TW33」を 11 月 25 日に発売
人気ミュージシャンのビッケブランカさん出演の MS-TW33 スペシャルサイトを公開
株式会社エム・エス・シー（本社：大阪市中央区、代表取締役社⾧：宗廣 宗三）はオリジナルオーディオブ
ランド「M-SOUNDS（エムサウンズ）
」から、高性能ハイブリッド ANC（アクティブノイズキャンセリング）
機能を有しながら、軽量設計で片耳 “約 4g” のイヤホン重量を実現した完全ワイヤレスイヤホン『MS-TW33』
を 2021 年 11 月 25 日に発売いたします。

完全ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン『MS-TW33』シリーズ
カラー：ブラック×シルバー、レッド×ブラックシルバー、マットホワイト×シルバー、グリーン×ゴールド
詳細 URL：https://www.m-sounds.jp/products/ms-tw33.html

『MS-TW33』は片耳約 4g という抜群の軽さでありながら、ノイズキャンセリング機能に代表される様々な
最新技術をふんだんに取り入れて生まれた M-SOUNDS の最新モデル。本体デザインはもちろん、サウンド
チューニングやアフターサポートに至るまで、すべて日本人のデザイナー・エンジニアの手によって行われ
ており、日本のユーザーの嗜好や細やかなニーズに応える完全ワイヤレスイヤホンとして登場しました。
不要な周囲ノイズを大幅にカットして圧倒的な音楽への没入感を実現する、フィードフォワード方式／
フィードバック方式を併用した「ハイブリッド ANC」の搭載をはじめ、再生機器側に依存しない安定した信
号通信が可能となる「MCSync」の採用、環境音を取り込んで周囲の把握が容易となる「外音取込モード」や、
動画視聴時やゲームアプリ操作時に起こりがちな映像と音声の“ズレ”の不快な現象を改善する「ゲーミング
モード」の搭載など、数々の新機能を盛り込んでいます。
最新の省電力技術を採用することで約 8 時間*の連続再生が可能。充電ケースと併用することで最大約 27 時
間使用することができます。また、15 分の充電で約 2 時間使用できるクイックチャージにも対応。リモート
ワークやオンラインミーティングで快適にワイヤレスイヤホンを使用するための高感度 MEMS マイクの搭
載など、使いやすさにも一層磨きをかけています。
初めて完全ワイヤレスイヤホンを購入されるユーザーにも、旧世代機からの買い替えをお考えのユーザーに
もご満足いただける先進のスペックを有して“実売価格 9,000 円以下”という、コストパフォーマンスにもこ
だわった M-SOUNDS のノイズキャンセリングモデル『MS-TW33』をぜひお試しください。また、発売を記
念して『MS-TW33』の魅力を人気ミュージシャンのビッケブランカさんが紹介するスペシャルサイトを公開
いたします。詳しくは下記をご覧ください。
*ノイズキャンセリング/外音取込/ゲーミングモードを使用した場合、再生時間は 3 割程度短くなります

【主な特⾧】
■高性能ノイズキャンセリング
パッシブノイズアイソレーションと、フィードフォワード／フィードバック方式を併用した「高性能ハイブ
リッド ANC」をかけ合わせて、不要な周囲ノイズを大幅カット。
■ANC 搭載なのに驚きの軽量仕様
重くなりがちなハイブリッド ANC 搭載イヤホンでも軽量設計を追求し、片耳わずか約 4g の装着感を感じさ
せない軽さと優れた着け心地を実現。
■途切れないクリアなサウンド
左右それぞれで信号受信する MCSync 搭載で安定した通信が可能。また、聴き疲れしないクリアでナチュラ
ルなサウンドを生み出す「バイオセルロース・ドライバー」を採用。
■便利に使える外音取込モード
駅や電車内などで環境音を取り込みながら音楽を聴きたい時や、他者とイヤホンを装着しながら話をする時
などに便利な「外音取込モード」を搭載。
■遅延を改善するゲーミングモード
動画視聴時やゲームプレイ時に映像と音声がズレてしまう不快な遅延現象を改善する「ゲーミングモード*」
を搭載。
*ゲーミングモード ON 時のレイテンシーは 70ms 相当

■軽量ながら⾧時間再生可能
約 8 時間*の連続再生が可能。充電ケース併用で最大約 27 時間使用できます。15 分の充電で約 2 時間使用で
きるクイックチャージ機能も搭載。
*ノイズキャンセリング/外音取込/ゲーミングモードを使用した場合、再生時間は 3 割程度短くなります

■高感度 MEMS マイクで会話も快適
鮮明な音声を収音できる高感度 MEMS マイクを搭載しオンラインミーティングも快適。会話が聞き取りや
すいステレオ通話方式にも対応。
■IP54 相当の防水・防塵設計
突然の雨やランニング時の使用、ホコリが多い場所でも安心して装着できる JISC0920 規格の IP54 相当の防
水・防塵性能を有しています。

【製品イメージ画像】
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【製品概要】
製品名
型番／カラー

価格
発売予定日
対応機種
付属品
保証期間
WEB サイト

：Bluetooth®対応 完全ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン「MS-TW33」
：MS-TW33BK（ブラック×シルバー）
MS-TW33RD（レッド×ブラックシルバー）
MS-TW33WH（マットホワイト×シルバー）
MS-TW33GN（グリーン×ゴールド）
：オープン【市場想定税込価格：8,800 円前後】
：2021 年 11 月 25 日
：Bluetooth®対応のスマートフォン・タブレット・オーディオ機器
：シリコンイヤーピース (S/M/L)
充電用 USB（TypeC - TypeA）ケーブル
：1 年 ※保証期間内は「あんしん補償サービス」付き
：https://www.m-sounds.jp/products/ms-tw33.html

【本体仕様】
最大使用時間

：音楽再生 約 8 時間
（ノイズキャンセリング/外音取込/ゲーミングモードを使用した場合、再生時間は 3 割程度短くなります）

通話 約 5 時間、待受 最大 100 時間
充電ケース使用時 最大音楽再生 約 27 時間
充電時間
：充電ケース 約 2 時間、イヤホン 約 2 時間
ドライバーユニット
：ダイナミック型 φ6mm
入力インピーダンス
：32Ω
再生周波数
：20Hz-20000Hz
防水・防塵性能
：IP54 相当
サイズ・重量
：充電ケース W74×D26.5×H36mm・約 36g
イヤホン W25.6×D21.9×H23.7mm・約 4.8g（片耳/イヤーピース
通信方式
：Bluetooth® Ver.5.2 Class2
通信距離
：約 10m（使用環境によって異なります）
対応コーデック
：SBC、AAC
対応 Bluetooth®プロファイル ：A2DP、AVRCP、HFP、HSP

ショート M 装着時）

---------------------------------------------------------------------------------------------------※記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。
※デザイン、仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
----------------------------------------------------------------------------------------------------

【ビッケブランカさん出演の MS-TW33 スペシャルサイトを公開】

https://www.m-sounds.jp/special/ms-tw33/
M-SOUNDS ブランド WEB サイトにて『MS-TW33』の発売を記念して『MS-TW33』のさまざまな魅力やお
すすめポイントを人気ミュージシャンのビッケブランカさんに紹介していただくスペシャルサイトを公開。
ビッケブランカさんの貴重な撮影ショットも見られるサイトですので、ぜひチェックしてみてください。

【ビッケブランカさんについて】

愛知県出身。2016 年にミニアルバム『Slave of Love』でメジャーデビュー。9 月に４枚目となるアルバ
ム『FATE』をリリースし、全国ツアーも大成功を納めた。現在放送中の NHK ドラマ 10『群青領域』の
主題歌『北斗七星』もヒットを記録中で、本人のカメオ出演も大きな話題となる。
https://vickeblanka.com
【M-SOUNDS について】
「M-SOUNDS」の“M”は「Mirai(ミライ)」を表し、新しい未来のミュージックライフを提供する株式会社エ
ム・エス・シーの自社ブランドです。
『音楽をより快適に、より身近に』をコンセプトに“音”だけでなく“使い
勝手”の部分にもこだわったオーディオ製品を開発、リリースしてまいります。
【株式会社エム・エス・シーについて】
コンピューター周辺機器メーカー「ロジクール」や、リサイクルインクカートリッジメーカー「エコリカ」
などの商品を中心に大手量販店へ納入を展開。近年ではスマートフォン関連商品の領域も拡大中で、2017 年
にはスマートフォン向けオーディオブランド「M-SOUNDS」を立ち上げ、取扱商品の充実を図っています。
名称
：
所在地 ：
代表者 ：
設立
：
資本金 ：
事業内容：

URL

株式会社エム・エス・シー
〒540-0027 大阪市中央区鎗屋町 1-2-9
代表取締役社⾧ 宗廣 宗三
1984 年 4 月
3,000 万円
コンピューター及び周辺機器並びに部品の製造及び販売
コンピューターシステム機器の導入指導、リース、賃貸及び管理
コンピューター及び周辺機器並びにソフトウェアの輸出入業
コンピューター及び事務機の消耗品の販売
電気通信機器の販売
リサイクル関連商品の企画、製造、販売
： http://www.mediasell.co.jp/

【お客様からのお問合せ先】
エム・エス・シー サポートダイヤル TEL.050-2018-0883
受付時間：月～金曜日 9:00～17:00 (祝祭日・指定休日を除く)

【報道関係者からのお問合せ先】
株式会社エム・エス・シー
担当者：商品部 小澤・北見
TEL.06-4790-2435 FAX.06-4790-2455
メール：info@mediasell.co.jp

