
マッドキャッツ、複数デバイスの同時待受ができる
Bluetooth®マルチポイント機能を搭載したワイヤレスヘッドセット
「F.R.E.Q.

M
 ワイヤレス モバイル ヘッドセット ブラック」を発売

スマートフォンの2台持ちや、タブレット／ノートPCとスマホを併用の方に最適
Apple社MFi（Made For iPod / iPhone / iPad）ライセンスプログラム認定製品

高音質 aptXコーデックやSCMS-Tにも対応

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、 
複数デバイスの同時待受を可能にするBluetooth マルチポイントに対応したワイヤレス
ヘッドセット「F.R.E.Q.M Wireless Mobile Headset Black」（フリークM ワイヤレス 
モバイル ヘッドセット ブラック、以下F.R.E.Q.M）を2014年6月27日に希望小売価格
19,800円（税抜）（税込は 21,384円）で発売します。

ワイヤレス動作対応機器は、Bluetooth 2.1以降（A2DPプロファイルが必要）を搭載した
スマートフォン（iPhoneは iPhone 4 以降）や、タブレット（iPadは iPad 2以降）、
パソコン（Windows XP以降/Mac OS 10.8以降）です。
専用ユーティリティ アプリ「Mad Catz A.P.P.」のインストールには、iOS（4.3以降）、
Android OS（2.2以降）が必要です。

2014年6月12日

マッドキャッツ ニュースリリース　#2014061101

F.R.E.Q.Mは、Bluetooth ワイヤレスのマルチポイント機能に対応したヘッドセットで、スマー
トフォンの2台同時待受や、パソコンやタブレットで動画や音楽をリスニングしている間でも、
もう1台のスマートフォンの着信待受が可能です。また、通話が終われば別の端末でも自動的に
元の動画や音楽の再生を再開します。（*機種により出来ない場合もあります）

F.R.E.Q.Mには、アナログ3.5mm（4極）ステレオミニ端子のケーブルが付属しているので、
Bluetooth非搭載の機器であっても、有線接続で音声を再生したり、通話を行う事が可能です。

F.R.E.Q.Mは、ワイヤレスであっても音楽CD並みの高音質と低遅延での再生を可能にするCSR社
aptXや、iTunes Store、ワンセグなど日本国内のストリーミング配信で採用されているAACな
どのコーデックに対応しているほか、SCMS-Tで保護されているコンテンツの再生も行えます。

iPhoneやiPad、Android機器では、専用アプリ「Mad Catz A.P.P.」を無償でダウンロード、
使用することが出来ます。このアプリを使う事で、用途に合わせて音質を調整できるイコライザ
ー機能やマイクミュートの操作、電池残量の確認を行うことが出来ます。
充電は付属のUSBケーブルをパソコンやスマートフォン用のUSBアダプター（別売）などに接続
して行います。約2時間のフル充電で最大24時間使用する事が可能です。

F.R.E.Q.Mは、Mad Catz社が提唱するエコ・システムGameSmart製品群の最新製品です。

コンパクトで、持ち運びの際には折り畳んで
付属のキャリングポーチに収納できます。



＜製品概要＞

製品名 英語 F.R.E.Q.
M

 Wireless Mobile Headset Black
(Windows/Mac/SmartPhone/Tablet)

F.R.E.Q.
M

 Wireless Mobile Headset Black
(SmartPhone/Tablet/Windows/Mac)

製品名 日本語 フリークM ワイヤレス モバイル ヘッドセット ブラック
(Windows/Mac/スマートフォン/タブレット)

フリークM ワイヤレス モバイル ヘッドセット ブラック
(スマートフォン/タブレット/Windows/Mac)

型番 MC-FMWE-BK-PC
（パソコン周辺機器売場用）

MC-FMWE-BK-MOBILE
（携帯電話アクセサリー売場用）

JAN コード 4580398813971 4580398814220

希望小売価格（税込） 19,800

希望小売価格（税抜） 21,384

発売日 2014/6/27

情報公開解禁日 2014/6/19

保証期間 2年間

本体サイズ（幅×奥行×高さ）mm 150 x 62 x 180

本体重量 g 182

ケーブル長 cm アナログ:140 / USB: 100

色 ブラック

ヘッドフォン部分

　　チャンネル数 2

　　ドライバータイプ（サイズ / 材質) ダイアフラム: 40mm/ネオジム

　　周波数特性 20Hz - 20kHz

　　SN比 106 dB/V以上

　　感度 102 dB at 1kHz at 60mV

　　全高調歪率 1%以下

　　インピーダンス 32 ohm

マイク部分

　　タイプ イヤーカップ内蔵型

必要システム パソコン：3.5mm（4極）ステレオミニ音声入出力端子を搭載したWindows/Mac
スマートデバイス: Bluetooth (A2DP)を搭載したスマートフォン（iPhone 4以降）、タブレット（iPad 2以降、iPad mini）

接続I/F Bluetooth（A2DP）、3.5mmステレオミニ（4極）

電源 内蔵型充電池（リチウムイオン）

ワイヤレス動作可能距離 m 10

連続使用時間 24時間

充電時間 2時間（専用USB充電ケーブル使用）

特殊機能 Bluetooth マルチポイント対応 イコライザー機能（iOSまたはAndroid用専用Appインストール時）、リモコン機能（着信、再生/一時停止、
次の曲、前の曲、ボリューム、マイクミュート）、aptXによる低遅延・高音質再生機能、SCMS-T、GameSmart対応

付属品 キャリングポーチ、アナログ接続ケーブル、USB充電ケーブル、取扱説明書（英語）、保証書、Mad Catz ロゴステッカー

備考 iOS搭載デバイスでフル機能を使用するには、iTunesストアよりMad Catz Appをダウンロードする必要があります。
Android搭載デバイスでフル機能を使用するには、Google PlayよりMad Catz Appをダウンロードする必要があります。

マッドキャッツについて
Mad Catz Interactive, Inc. (NYSE MKT: MCZ) は、Mad Catz(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、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/madcatz.japan/  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、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。
* すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。機器によっては、接続できないものもあります。
　ご不明な点は、カスタマーセンターまでお問い合わせください。
* Android および Android ロゴ、Google Play（旧 Android マーケット）および Google Play ロゴは、 Google Inc.の商標または登録商標です。
* Bluetooth® は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。

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

