プレスリリース

2015年11月6日

クリプシュ 新製品（イヤホン・ヘッドホン）発売日決定のお知らせ
フロンティアファクトリー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥田 哲生）は、米 Klipsch Group,
Inc.社（以下クリプシュ）のインイヤー型イヤホン 4 製品「X20i」
「X12i」
「XR8i」
「X6i」
、オンイヤー
型ヘッドホン 2 製品「R6 On-Ear」
「R6i On-Ear」の発売日についてお知らせいたします。
商品コード

名称

価格

発売日

JANコード

X20i

R6 On-Ear

R6i On-Ear

X12i

XR8i

X6i Black

X6i White

KLKX20I111

オープンプライス

4937246048267

※予想価格 72,800円（税別）前後

KLR6OEH111

オープンプライス

4937246048304

※予想価格 13,800円（税別）前後

KLR6IEH111

オープンプライス

4937246048311

※予想価格 16,800 円（税別）前後

KLKX12I111

オープンプライス

4937246048250

※予想価格 45,800円（税別）前後

KLKXR8I111

オープンプライス

4937246048274

※予想価格 36,800円（税別）前後

KLKX60I111

オープンプライス

4937246048281

※予想価格 27,800円（税別）前後

KLKX60I112

オープンプライス

4937246048298

※予想価格 27,800円（税別）前後

2015 年 11 月 13 日

2015 年 11 月 20 日

各製品の詳細は、下記 URL をご覧ください。
X20i

http://www.klipsch.jp/lp/x20i-special-site/top.html

X12i

http://www.klipsch.jp/Premium-Earphone/X12i.html

XR8i

http://www.klipsch.jp/Premium-Earphone/XR8i.html

X6i

http://www.klipsch.jp/Premium-Earphone/X6i.html

R6 On-Ear

http://www.klipsch.jp/on-ear/R6On-Ear.html

R6i On-Ear

http://www.klipsch.jp/on-ear/R6iOn-Ear.html

「X20i」
「X12i」
「XR8i」
「X6i」発売に関するプレスリリース
http://www.frontierfactory.co.jp/content/files/press/2015/pdf/FF-PressRelease-X20i_X12i_XR8i_X6i-20151021.pdf

「R6 On-Ear」
「R6i On-Ear」発売に関するプレスリリース
http://www.frontierfactory.co.jp/content/files/press/2015/pdf/FF-PressRelease-R6_R6iOnEar-20151021.pdf

プレスリリース
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X6i’s minimal design combines sturdy die-cast zinc for the front housing,
X6i’s minimal design combines sturdy die-cast zinc for the front housing,
optimally weighted to stay put inside your ear canal. The high quality and
optimally weighted to stay put inside your ear canal. The high quality and
durable rear housing is built from co-molded elastomer, a two-layer design
durable rear housing is built from co-molded elastomer, a two-layer design
with a rigid inner layer for support and a soft-touch pliable outer layer for
with a rigid inner layer for support and a soft-touch pliable outer layer for
comfort.
comfort.
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Soft, ﬂexible oval ear tips naturally ﬁt the contours of the ear canal for
Soft, ﬂexible oval ear tips naturally ﬁt the contours of the ear canal for
comfortable, long-term wear and create a perfect acoustic seal for superior
comfortable, long-term wear and create a perfect acoustic seal for superior
noise isolation.
noise isolation.
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■キャンペーン（e-onkyo × X20i ハイレゾ音源プレゼント）
clip, four different sized ear tips and one-year warranty.

X20i を購入された方に、e-onkyo music より、3,000 円分のハイレゾ音源をプレゼントするキャンペー
3502 WOODVIEW TRACE INDIANAPOLIS, IN 46268 | KLIPSCH.COM
3502 WOODVIEW TRACE INDIANAPOLIS, IN 46268 | KLIPSCH.COM

ンを、11 月 13 日よりスタートします。

2016 年 1 月 31 日までに X20i をご購入された方を対象としたキャンペーンです。
※本件の応募については、X20i の製品保証書に記載されている製造番号が必要です。

キャンペーンページ

URL（11 月 13 日より開始）

http://www.klipsch.jp/campaign/x20ihires.html

All speciﬁcations are subject to change without no tice. ©2015 Klipsch Group, Inc. Klipsch, Keepers of the Sound are registered trademarks
of Klipsch Group, Inc. reigisted in the USA and other countries. A wholly-owned subsidiary of Voxx International Corporation
All speciﬁcations are subject to change without no tice. ©2015 Klipsch Group, Inc. Klipsch, Keepers of the Sound are registered trademarks
of Klipsch Group, Inc. reigisted in the USA and other countries. A wholly-owned subsidiary of Voxx International Corporation

プレスリリース

Klipsch（クリプシュ）
Klipsch（クリプシュ）社は 1946 年にアメリカで初めてのスピーカーブランドとして設立されました。創業者であるポ
ール・クリプシュはトーマス・エジソンとともに殿堂入りするほどの人物で、まさにオーディオ産業の礎を創った人物
のひとりです。
クリプシュの製品には独自の技術が多く取り入れられていることで有名であり、その音質の良さからこれまでに多くの
製品が各種のアワードを受賞してまいりました。その実績が評価され、アメリカの映画館用スピーカー市場でのシェア
No.1 を獲得したほか、ハードロックカフェ、GAP、ハーレーダビッドソン、W ホテルをはじめとする名だたる企業に
て採用されるに至っています。日本でも音にこだわる多くのミュージシャンやオーディオ評論家からも高い評価を得て、
注目のブランドとなりつつあります。

＜掲載用連絡先＞

＜プレスからのお問い合わせ＞

フロンティアファクトリー株式会社

フロンティアファクトリー株式会社

http://www.klipsch.jp/

〒102-0082 東京都千代田区一番町 20-3
広報担当： 橋本

pr@frontierfactory.co.jp

