ZERO AUDIO 10 周年記念 第 2 弾 TWZ-1000【X】 SPEC
/ 改良モデル発売およびプレゼントキャンペーン
【X】SPEC には記念特典として特製シリコンケースプレゼント
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協和ハーモネット株式会社

協和ハーモネット株式会社（本社：京都市伏見区 代表取締役社長：山口孝士）は、自社ブラ
ンド「ZERO AUDIO（ゼロオーディオ）」が発足 10 周年を迎えたことを記念して、完全ワイ
ヤレスヘッドホンの第 2 世代となる TWZ-1000【X】SPEC をリリースし、2020 年 12 月 1 日
より ZERO AUDIO オンラインショップ「ゼロオーディオストア」および Amazon マーケット
プレイス内の「ZERO AUDIO 公式ストア」にて発売します。
【X】SPEC はこれまでユーザー様からいただいたご意見を反映した改良モデルです。さら
に、ご要望の多かったカラビナ付き専用ケースも新たに発売し、【X】SPEC 仕様には同ケース
を標準添付しました。12 月 25 日 までの期間中は 10 周年特別価格で販売いたします。
また、現行モデル TWZ-1000 をお持ちのユーザー様には、指定の要件を満たすことによりさ
らにお得な 10％割引にてご購入いただくことができる「買替えキャンペーン」を実施いたしま
す。
さらに、「ゼロオーディオストア」においては、同期間内に対象製品をご購入いただくこと
でオリジナルの Lightning-φ3.5 オーディオ変換ケーブルやイヤホンハードケースをプレゼ
ントするキャンペーンも同時開催いたします。
ZERO AUDIO STORE
https://store.zeroaudio.jp/
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B08P3ZGQ6C?ref=myi_title_dp
TWZ-1000【X】SPEC 買替えキャンペーン特設ぺージ
https://www.zeroaudio.jp/xspecsp

完全ワイヤレスイヤホン TWZ-1000【X】SPEC

特製シリコンケース

TWZ-1000【X】SPEC

【X】SPEC 改良ポイントと特典

特製専用シリコンケース付き

カラビナ付きシリコン製専用ケースを標準添付、ダブルプロテクト構造で外部からの衝撃を吸
収し、かつバッグやポケット内で充電ケースが開きペアリングされてしまうといったトラブル
も解決しました。
【特長】
▶シリコン+ダブルプロテクト構造で衝撃を吸収！
▶カラビナ付きでバッグやパンツに引っ掛けて携帯できるので出し入れが簡単！
▶内側シリコンのエンボス構造で逆さにしても落下しにくい！
※専用ケース使用時の破損や紛失等の事故については一切の責任を負いかねますのでご了承く
ださい。

QCC3026 を搭載

安定した接続性能を発揮

最長総再生時間 28 時間

Qualcomm(R)社の QCC3026
を搭載。音飛びに強く途切れ
にくい。さらに
Qualcomm(R) aptX(TM)
audio に対応、高音質なサウ
ンドを実現。しかも省電力で
連続再生時間やバッテリーの
小型化にもメリット。

4 種類のシリコンカバー

耳へのフィット感を追求した
4 種類のシリコンカバーを同
梱。自分に最適なサイズのイ
ヤーウィングを選んで快適な
装着感。

Web 会議やテレワークにも

左右の信号を個別に送信する 省電力の QCC3026 の採用に
伝送方式。True
より、イヤホン本体の連続再
Wireless(TM) Stereo
生時間を 7 時間に、さらに小
Plus に対応したスマートフ 型充電ケースを使用すること
ォン等と接続することで飛躍 で最長総再生時間 28 時間を
的に安定性が向上。また消費 実現。※再生時間は接続条
電力が大幅に減少。さらに高 件、使用状態によって変動。
感度 LDS アンテナを理想的な
ポジションにレイアウト、音
の途切れを抑え安定した接続
性能を発揮。

防水仕様で汗にも安心

IPX5(JIS C0920 規格)相当
の防水仕様でスポーツ中の汗
にも安心。またシリコンカバ
ーから最適な装着感のイヤー
ウィングを選べてアクティブ
な動きにもしっかりフィッ
ト。

グラフェンコート振動板

抜群のフィット感

エルゴノミクスデザインの快
適な装着感により、装着する
だけで周辺環境のノイズをし
っかりガード。パッシブなノ
イズキャンセリングを実感で
きる。

MFB ボタンがブルーに煌めく

快適な装着感によるパッシブ
なノイズキャンセリング効果
とハンズフリー通話用内蔵マ
イクにより、Web 会議やテレ
ワークにも快適な活用が可
能。

ダイヤモンドよりも高硬度の
グラフェンコーティング振動
板を採用、クリアーで引き締
まった高音と迫力あるパワフ
ルな低音を響かせる。

True Wireless Zero をモ
チーフにした「０」シェイプ
の LED がコバルトブルーに煌
めいて特別な装いを演出。
LED の内側の大きな MFB ボタ
ンで音楽再生，一時停止，先
送り・頭出しや音量調整，音
声アシスタントなどの操作が
容易にできる。

数多の受賞歴を有するモデル / TWZ-1000

オーディオ オブ ザ イヤー2019 年を受賞

「TWZ-1000」は家電批評(晋遊舎)の 2020
年 1 月号にて「2019 年の完全ワイヤレス市
場において飛び抜けた実力を有していた」と
評価され、栄えある「オーディオ オブ ザ
イヤー」 (完全ワイヤレス部門)を受賞しま
した。
『圧倒的な音の良さとバランスは過去に類を
見ない絶妙さで、高音域のディテールも低音
域のレスポンスも見事，聴き入るほどに音に
新しい発見が感じられるほど』と評価されま
した。
「TWZ-1000X」は、この受賞モデルの原型を
そのままに、ユーザー様からのご指摘を反映
した最新の改良モデルです。

その他の受賞歴 / TWZ-1000
「TWZ-1000」はその他にも国内最大級のオ
ーディオビジュアルアワード「VGP2019」や
家電批評(晋遊舎) などにおいて高く評価さ
れています。
・家電批評/2019 年 3,4,5 月号 BEST BUY
第 1 位 7,8,12 月号 TWS 部門 第 1 位
・オーディオビジュアルグランプリ
2019SUMMER Bluetooth 完全ワイヤレスイ
ヤホン ( 1.5 万円以上 2 万円未満 )

TWZ-1000【X】SPEC 買換えキャンペーン
完全ワイヤレスイヤホン「TWZ-1000」をすでにお持ちの方を対象に、「TWZ-1000【X】
SPEC」への有償買替えキャンペーンを行います。「TWZ-1000」の下取りを条件に、「TWZ1000【X】SPEC」の ZERO AUDIO 10 周年記念セール価格よりさらに 10％お値引きいたしま
す。くわしくは下記のリンクをご参照ください。
TWZ-1000【X】SPEC 買替えキャンペーン特設ぺージ
https://www.zeroaudio.jp/xspecsp

商品概要
【品名】完全ワイヤレスイヤホン TWZ-1000【X】 SPEC
【発売日】2020 年 12 月 1 日
【期間限定特別価格】5,980 円 ※税込
【買替えキャンペーン特別価格】5,382 円
※2020 年 12 月 25 日までの特別価格
※期間後の販売価格は 7,980 円

主な仕様
ワイヤレスステレオヘッドホン
・ドライバー：ダイナミック型
・内蔵マイク：全指向性 MEMS マイク
・通信方式：Bluetooth 標準規格 Ver.5.0 準拠
・出力：Bluetooth 標準規格 Power Class1
・最大通信距離：見通しの良い状態で 12ｍ以内
・使用周波数帯域：2.4GHｚ帯
・変調方式：FHSS
・対応 Bluetooth プロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、HSP
・対応コーデック：SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ audio
・対応コンテンツ保護：SCMS-T 方式
・伝送帯域（A2DP）：20～20,000Hz
・付属品：充電ケース, シリコンケース,シリコンイヤーピース (S/M/L) 各 2 個 (M は本体
に装着), シリコンカバー (XS/S/M/L) 各 2 個 (XS は本体に装着), USB ケーブル
・電源：DC3.7V リチウムポリマー電池（内蔵式）DC5V USB 充電時
・質量：本機 / 約 6.0ｇ, 充電ケース / 約 40ｇ
・許容動作温度：5℃～40℃
・使用可能時間*：連続通信(音楽再生時)： 最大約 7 時間 ※接続条件によって変動
・充電時間：本機 / 約 1.5 時間, 充電ケース / 約 1.5 時間
・充電温度：10℃～35℃

・防水性能：本機 / IPX5, 充電ケース / IPX3
本機は SBC/AAC/Qualcomm®aptXTMaudio の 3 種類のコーデックに対応しています。ペアリ
ングの際に Bluetooth 機器により自動的にいずれかのコーデックが選択されます。(対応す
る Bluetooth プロファイル：A2DP/AVRCP)

その他
Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であ
り、協和ハーモネット株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
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。その他記載した商標は各社の登録商標です。
・本製品は USB 充電専用です。充電には USB ポート付きパソコンまたは市販の USB AC アダ
プタ(DC5V)が必要です。
・本製品の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

【お買い物ポイントについて】
12/25 までのキャンペーン期間中は CLUB ZERO AUDIO でのすべてのお買い物ポイントが
2％となります。(買換えキャンペーンはお買い物ポイント対象外)

＜本件に関するお問い合わせ先＞
報道関係者様向けお問い合わせ先
協和ハーモネット株式会社 ゼロオーディオ担当 中村拓夫、吉田誠治
連絡先：050-3537-3210

＜会社概要＞
会社名：協和ハーモネット株式会社
代表者：代表取締役社長 山口孝士
本社所在地：京都市伏見区竹田泓(ふけ)ノ川町 17 番地

