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重さわずか 4g の⼩型軽量設計と充実の基本性能
普段使いにちょうどいい完全ワイヤレスイヤホン「MS-TW21」2 ⽉ 21 ⽇発売
−発売を記念して⾼級イヤーピースがもらえるお得なキャンペーンも開催−
株式会社エム・エス・シー（本社：⼤阪市中央区、代表取締役社⻑：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、⽚⽿わずか 4g という軽さと、⻑時間の使
⽤でも、快適な使い⼼地を実現する完全ワイヤレスイヤホン「MS-TW21」を 2020 年 2 ⽉ 21 ⽇に
発売いたします。

完全ワイヤレスイヤホン「MS-TW21」
左からブラックシルバー、ネイビー、シャンパンゴールド、ピンクゴールド
詳細 URL：https://www.m-sounds.jp/products/ms-tw21.html
「MS-TW21」は、実売価格 1 万円を切る価格でありながら、⾼⾳質と充実した機能でロングセラー
となった 2018 年発売の「MS-TW2P」をベースに、培った豊富なノウハウと最新技術を投⼊するこ
とによって、さらなるブラッシュアップを図った完全ワイヤレスイヤホンです。
製品コンセプトの『1 ⽇中⼿放せない完全ワイヤレスイヤホン』を具体化するために、超軽量・⼩
型設計によるフィット感に優れたストレスゼロの装着感をはじめ、⻑時間使⽤しても聴き疲れしに
くいバランスの良いクリアなサウンド、連続約 9.5 時間※、充電ケースを併⽤すれば最⼤約 47.5 時
間も使⽤できるバッテリーの搭載、IPX4 相当の防⽔設計と防汚加⼯、2 種類の抗菌イヤーピースの
付属など、⽇常のあらゆるシーンで完全ワイヤレスイヤホンを快適に使⽤するために必要な基本性
能を追求しています。※aptX コーデック使⽤の場合、再⽣時間が 3 割程度短くなります。
また、イヤホンには様々な操作が⾏える MFB ボタンや、イヤホンと機器を簡単に接続できる「フ
ル⾃動ペアリング機能」を搭載。ハンズフリー通話にも対応し、クリアな⾳声通話を可能にする⾼
性能集⾳マイクや通話ノイズキャンセラーも搭載。万が⼀に備えて、スマートフォンの OS アップ
デートに対応するファームウェアアップデートアプリの提供や、保証期間内であればイヤホンや充
電ケースを紛失・破損した際に該当パーツを特別価格で購⼊できる「あんしん補償サービス」も付
属しています。
「MS-TW21」は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適した仕様となっております。普段使いに最適な完全ワイヤレスイヤ
ホンの決定版として販売を進めてまいります。また、発売を記念して⾼級イヤーピースがもらえる
お得なキャンペーンも開催いたします。詳しくは下記をご覧ください。

【主な特⻑】
■ストレスゼロの装着感
重さわずか 4g。超軽量・⼩型設計の完全ワイヤレスイヤホン。⽿の内部構造に合わせてデザインされた
「3 次元ノズル」の採⽤で、装着しやすく⽿のくぼみにもフィット。装着時に⽿から⾶び出す⾯積を極
⼒少なくしているので、ピアスなどの邪魔になりにくく、⼥性の⽅にも最適です。
■途切れない、快適なサウンド
⻑時間使⽤しても聴き疲れしにくい、低⾳から⾼⾳までバランスの良いクリアなサウンドを実現。
Qualcomm 社最新 SoC と⾼感度アンテナの搭載で、電波⼲渉の多い街中でも安定して⾳楽を楽しむこ
とができます。さらに左右の信号を個別に送信する最新⽅式の TrueWireless™ Stereo Plus※にも対応
しています。※⾳楽再⽣機側の対応が必要。
■1 ⽇中使⽤できるバッテリー
最新の省電⼒技術を採⽤することで、⽚⽿ 4g の軽量設計でありながら連続約 9.5 時間※、充電ケース
を併⽤すれば最⼤約 47.5 時間の使⽤が可能です。電池切れの際でも、たった 15 分の充電でイヤホンが
約 2 時間使⽤できるクイック充電機能も搭載しています。※aptX コーデック使⽤の場合、再⽣時間が 3 割程度短くなります。
■IPX4 相当の防⽔性能
IPX4 相当の防⽔性能を有しているので、突然の⾬やランニング、ジムでのトレーニング時の使⽤も安⼼
です。イヤホン、充電ケース共にクリスタル UV コート仕様で、汚れがついても簡単に拭き取ることが
できます。
■2 種類の抗菌イヤーピース付属
イヤーピースに⾼い抗菌⼒と安全性を併せ持った Ag+抗菌剤※を添加。遮⾳性が⾼くフィット感に優れ
た「ドームタイプ」と、⾳が籠りにくく聴き疲れしにくい「ハーフタイプ」の 2 種類が付属しているの
で、好みやシチュエーションに合わせて使い分けることができます。
※⼀般財団法⼈カケンテストセンター⽣物ラボにて JISZ2801 の抗菌性能を有していることを証明済み。

■外出先でも使いやすい便利機能
イヤホンには様々な操作を⾏える MFB ボタンや、イヤホンと機器を簡単に接続できる「フル⾃動
ペアリング機能」も搭載。ハンズフリー通話にも対応し、⾼性能集⾳マイクや通話ノイズキャンセ
ラーを採⽤したことで、クリアな⾳声通話を実現します。
■安⼼のサポート体制
iOS/Android スマートフォンの OS アップデートに対応するファームウェアアップデートアプリを提供
します。保証期間内であれば紛失・破損したパーツを特別価格で購⼊できる「あんしん補償サービス」
も付いています。

【その他製品画像】

2 種類の抗菌イヤーピース
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充電ケース背⾯
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IPX4 相当の防⽔性能
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【製品概要】
製品名
：Bluetooth®対応 完全ワイヤレスイヤホン「MS-TW21」
型番／カラー ：MS-TW21BS（ブラックシルバー）
、MS-TW21NV（ネイビー）
MS-TW21CG（シャンパンゴールド）
、MS-TW21PG（ピンクゴールド）
価格
：オープン【市場想定価格：9,000 円前後（税別）
】
発売予定⽇
：2020 年 2 ⽉ 21 ⽇
対応機種
：Bluetooth®対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器
付属品
：充電⽤ USB（TypeC - TypeA）ケーブル、抗菌イヤーピース ハーフタイプ(S/M/L)、
抗菌イヤーピース ドームタイプ(S/M/L)
保証期間
：1 年 ※保証期間内は「あんしん補償サービス」が付きます。
WEB サイト ：https://www.m-sounds.jp/products/ms-tw21.html
【本体仕様】
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：16Ω
再⽣周波数帯域
：20Hz-20000Hz
⾳圧感度
：91dB±3dB
通信⽅式
：Bluetooth® Ver.5.0 Class2
最⼤通信距離
：約 10m（使⽤環境によって異なります）
⾳楽コーデック
：SBC、AAC、aptX
対応 Bluetooth®プロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、HSP
マイク感度
：-42dB±1dB
通話⽅式
：ステレオ⽅式
防⽔性能
：IPX4 相当
サイズ・重量
：イヤホン W25×D18×H24mm・約 4g
（⽚⽿/抗菌イヤーピースハーフタイプ M 装着時）
充電ケース W55×D38×H34mm・約 36g
使⽤時間
：イヤホン 約 9.5 時間（aptX コーデック使⽤の場合、再⽣時間が 3 割程度短くなります）
充電ケース使⽤時 約 47.5 時間（イヤホンを約 4 回充電可能）
充電時間
：イヤホン 約 2 時間、充電ケース 約 2 時間
---------------------------------------------------------------------------------------------------※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。
※製品の外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
---------------------------------------------------------------------------------------------------【発売記念キャンペーンについて】
完全ワイヤレスイヤホン「MS-TW21」の発売を記念して、
MS-TW21 をお買い上げのお客様で、購⼊店舗の WEB サイ
トに商品の感想を投稿いただいた⽅に先着で、⾼い遮⾳性
と伸びやかな⾼⾳、豊かな低⾳を表現できる⼈気の⾼級イ
ヤーピース「SpinFit® CP350」をプレゼントする『⼝コミ
を投稿して、SpinFit®をもらおうキャンペーン』を開催いた
します。
SpinFit® CP350

【期間】
2020 年 2 ⽉ 21 ⽇〜 ※先着 100 名様限定。プレゼント品がなくなり次第終了となります。
【対象商品】
完全ワイヤレスイヤホン「MS-TW21」各⾊
2 ⽉ 21 ⽇に『⼝コミを投稿して、SpinFit®をもらおうキャンペーン』専⽤応募ページを M-SOUNDS
公式 WEB サイトに開設予定です。
応募⽅法など詳細については公式 WEB サイトをご覧ください。
M-SOUNDS 公式 WEB サイト：https://www.m-sounds.jp/

【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
代表取締役社⻑ 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

