
マッドキャッツ、Windows、Mac、スマートフォン、タブレットに対応した
コンパクトなヘッドセット 「F.R.E.Q.M」（フリークM）を発売

人気の「F.R.E.Q.5」のレッド、ホワイトバージョンも同時発売

ゲーム用周辺機器における世界大手メーカー米Mad Catz Interactive, Inc. の日本法人、
マッドキャッツ株式会社（所在地: 東京都世田谷区、代表取締役社長: 松浦 武敏）は、 
Windows 、Mac、スマートフォンやタブレットデバイスに対応した高音質ヘッドセットの
新製品2機種3製品を2013年3月８日（金）に発売します。

2013年3月7日

マッドキャッツ ニュースリリース　#2013030701

「F.R.E.Q.M ワイヤード ステレオヘッドセット ブラック」（型番：MC-FME-BK）は、
価格14,800円（税込）で、2種類のアナログ接続方式（4極ステレオミニ、および、ピンク＆
グリーンの3極ステレオミニ）を採用し、Windowsパソコンだけでなく、Macや、iPhoneなどの
スマートフォン、iPadなどのタブレットに対応します。マイクは、インラインコントローラに内蔵
されて目立たず、外出先での使用やヘッドフォンとしての使用にも適しています。
2種類のインラインコントローラーの操作により、スマートフォンでは着信や音楽の再生、一時停止、
パソコン接続時にはボリュームやミュート操作も行えます。また、同製品は、コンパクトかつ
ファッショナブルなデザインを採用し、折り畳んで持ち運びをし易くするキャリングポーチも付属
します。

「F.R.E.Q.5 ステレオ ゲーミング ヘッドセット レッド」（型番: MC-FREQ5R）および、
「F.R.E.Q.5 ステレオ ゲーミング ヘッドセット ホワイト」（型番: MC-FREQ5C）は、
どちらも、価格14,800円（税込）のステレオヘッドセットで、既発のブラック（MC-FREQ5）の
新カラー、新ロゴデザインとして発売されます。2種類の接続方式（USB、および、4極ステレオ
ミニ）を採用し、Windows パソコン、Mac、iPhoneなどのスマートフォン、タブレットにも
使用できます。イコライザースイッチにより、ゲーム、音楽、チャットなど用途に合わせた音質を
選択できるほか、ミュートやボリューム操作もイヤカップ上で手軽に行えます。（USB接続時）

MC-FME-BK MC-FREQ5CMC-FREQ5R

F.R.E.Q.M ワイヤード ステレオ
ヘッドセット ブラック
価格14,800円（税込）

F.R.E.Q.5 ステレオ 
ゲーミング ヘッドセット レッド

価格14,800円（税込）

F.R.E.Q.5 ステレオ 
ゲーミング ヘッドセット ホワイト

価格14,800円（税込）



＜製品概要＞

マッドキャッツについて
Mad Catz Interactive, Inc. (AMEX/TSX: MCZ) は、Mad Catz(ゲーム)、Cyborg (PCゲーム)、TRITTON(オーディオ)、 
Saitek (シミュレータ)の各ブランドを中心に、革新的でインタラクティブなエンターテインメント製品の数々を全世界に供給しています。
これらに加えて、マッドキャッツは、ThunderHawk Studiosと呼ばれる内部のスタジオで開発されるフライトシミュレーション
ソフトウェア、GameSharkブランドとして運営されるビデオゲームコンテンツWeb サイト、Mad Catz ブランドにて発売されるゲーム、
並びにサードパーティーに提供するゲームやビデオゲーム製品の販売等、多くのビジネスを手掛けています。マッドキャッツは、北米、
ヨーロッパ、アジアの各地域に拠点を持ち、主要な販売店にてインタラクティブなエンターテインメント商品を販売しています。
その他の情報につきましては、 www.madcatz.com をご覧ください。
マッドキャッツ株式会社は、Mad Catz Interactive, Inc.の日本法人です。www.madcatz.co.jp

報道関係者からのお問い合わせ先：
マッドキャッツ プロダクトマーケティング マネージャー 寺沢
Tel：03-6313-2289 / Email: jpmedia@madcatz.com

一般の方のお問い合わせ先：
マッドキャッツ カスタマーセンター
Tel: 0570-00-2289 / Email: jpsupport@madcatz.com
（月曜 - 金曜、午前10時 - 正午、午後1時 – 午後5時、土日祝日会社休業日を除く）

ソーシャルメディア
マッドキャッツWebサイト: www.madcatz.co.jp
公式ツイッター: http://twitter.com/MadCatzJP
公式フェイスブック: www.facebook.com/MadCatzJP
本社YouTubeアカウント: www.youtube.com/madcatzcompany

* 記載されている会社名、商品名は、各社の商標及び登録商標です。
* マッドキャッツ、Mad Catz、TRITTON、TRITTONロゴ、および、Mad Catzロゴは、Mad Catz Inc. の登録商標です。
* 仕様、および、デザインは予告なしに変更される場合があります。
* 本リリースに掲載した写真は実際の製品とは多少異なる場合があります。

製品名 英語
F.R.E.Q. M Wired Stereo Headset Black

Cyborg F.R.E.Q. 5 Stereo Gaming 
Headset Red for PC & Mac

Cyborg F.R.E.Q. 5 Stereo Gaming 
Headset White for PC & Mac

製品名 日本語 フリークM ワイヤード ステレオ
ヘッドセット ブラック

サイボーグ フリーク5 ステレオ ゲーミング
ヘッドセット レッド for Win & Mac

サイボーグ フリーク5 ステレオ ゲーミング
ヘッドセット ホワイト for Win & Mac

型番 MC-FME-BK MC-FREQ5R MC-FREQ5C

JAN コード 4580398813308 4580398813438 4580398813278

希望小売価格 14,800円（税込） 14,800円（税込） 14,800円（税込）

発売日 2013年3月８日 2013年3月8日 2013年3月8日

保証期間 2年間 2年間 2年間

本体サイズ（幅×奥行×高さ）mm 145 x 60 x 185 220 x 85 x 210 220 x 85 x 210

本体重量 g 160 370 370

ケーブル長 cm Window PC用（ピンク＆グリーン）180/
Mac、スマートフォン用（4極）140

USB接続時: 200 / アナログ3.5mm端子接
続時: 100

USB接続時: 200 / アナログ3.5mm端子接
続時: 100

色 ブラック レッド ホワイト

ヘッドフォン部分

　　チャンネル数 ２ 2 2

　　ドライバータイプ（サイズ / 材質) ダイアフラム: 40mm / 
マグネットタイプ: ネオジム磁石

ダイアフラム: 50mm Mylarスピーカー / 
マグネット: N38グレード ネオジム磁石

ダイアフラム: 50mm Mylarスピーカー / 
マグネット: N38グレード ネオジム磁石

　　周波数特性 20Hz - 20kHz 20Hz - 20kHz 20Hz - 20kHz

　　全高調歪率 5%以下(20Hz - 20KHz) - -

      感度 102dB at 1KHz at 60mV - -

　　インピーダンス 32 ohm - -

マイク部分

　　タイプ インラインコントローラー内蔵タイプ 着脱式ノイズキャンセリング マイク 着脱式ノイズキャンセリング マイク

必要システム Windows PC: 3.5mmステレオ音声出力
および音声入力／Mac、iPhoneなどの
スマートフォン、タブレットなど: 3.5mm
ステレオミニ（4極）入出力

Windows または Mac OSのパソコン、
　iPhoneなど

3.5mmステレオミニジャックを備えた
スマートフォンなど

Windows または Mac OSのパソコン、
　iPhoneなど

3.5mmステレオミニジャックを備えた
スマートフォンなど

接続I/F
3.5mmアナログ（4極ステレオミニプラグ）

USBまたは3.5mmアナログ 
（4極ステレオミニプラグ）

USBまたは3.5mmアナログ
（4極ステレオミニプラグ）

特殊機能
マイク内蔵型インラインコントローラー

ハードウェアイコライザー機能（3種類）、
マイクミュートLED、ボリュームダイヤル

ハードウェアイコライザー機能（3種類）、
マイクミュートLED、ボリュームダイヤル

付属品 キャリングケース、Windows PC接続用イン
ラインコントローラー付ケーブル（ピンク＆

グリーン3.5mmステレオミニ）、
Macおよびスマートフォン接続用

インラインコントローラー付ケーブル（4極
3.5mmステレオミニ）、日本語説明書、

オリジナルステッカー）

USBケーブル、アナログオーディオケーブル
（4極3.5mmステレオミニ）

USBケーブル、アナログオーディオケーブル
（4極3.5mmステレオミニ）

パッケージサイズ（幅×奥行×高さ）mm 193 x 140 x 81 260 x 110 x 255 260 x 110 x 255

パッケージ重量 g 500 780 780

http://www.madcatz.com/
http://www.madcatz.co.jp/

