
プレスリリース 

2015年10月21日 

Klipsch（クリプシュ）からハイレゾ対応機種を含む 4 つのイヤホンが新登場。 

ハイレゾ対応の新製品『X20i』をはじめ、X シリーズを刷新 

 

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」を、2015 年 11

月中旬より発売いたします。 

 

ハイレゾオーディオに対応する世界最小クラスのイヤホン『X20i』 

 

●高周波のスーパーツイーター+フルレンジ バランスドアーマチュアドライバーの 2Way システム 

新開発の「KG-125」スーパーツイーターとクリプシュが誇る最高品質のドライバー「KG-926」との組み

合わせで、40kHzまでの周波数に対応。ウーファー部分にはSonion社のAcuPass™ テクノロジーを採用。

これによりウーファーとの干渉が極小化され、より広い帯域幅とスムーズなレスポンスを実現しました。 

 

●サージカルステンレス製のハウジング 

X20i のハウジングには、医療機器などに使われている耐蝕性の高

いサージカルステンレスを採用。丈夫で軽量、そして発汗による腐

食にも強く、人にやさしい素材で構成されています。 

●新設計の Oval Ear Tips 

クリプシュイヤホンに付属するイヤーチップ「Oval Ear Tips」。

X20i には新しく開発されたスリムタイプの Oval Ear Tips を出荷

時に取りつけています。かつてないほど快適な装着感をもったイヤ

ーチップです。 

 

●SSMCX コネクタを採用した、交換可能なケーブル 

ネジ式で同軸の SSMCX コネクタは、MMCX コネクタよりも約 35%小型で、ケーブル交換や修理が簡単に

行えます。バランスモードタイプのケーブルもリリース予定です（発売時期未定）。 
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●MFi 認証の 3 ボタンリモコンマイク 

耐久性と声音の明瞭性が向上した、小型・高性能なMFi認証3ボタンリモコンマイクが付属します。iPhone

で音楽を聴きながら、不意の電話の呼び出しへの応答もシームレスに対応します。 

 

●新開発のReferenceケーブル 

耐久性が向上し、ケーブルノイズもより一層低減されています。半透明なスモーキーブラックの被膜から

銅線をあえて透けさせることで、その品質と存在感をより感じられることでしょう。 

 

X20i スペック 

スタイル In-Ear 

ドライバー設計 KG-2625 AcuPass™ 2Way 

ドライバー形式 
KG-125 Balanced Armature Super Tweeter 

KG-926 Balanced Armature Woofer 

リモコンマイク MFi認証3ボタンリモコンマイク 

周波数特性 5Hz - 40kHz 

感度（出力音圧レベル） 111dB 

インピーダンス 50Ω 

遮音性 -26dB 

接続プラグ 3.5mm 

重量 22g 

カラー Black 

付属品 本革ウォレット、ケーブルクリップ、6つの異なるサイズのOval Ear Tips 

 

名称 商品コード JANコード 価格 

X20i KLKX20I111 4937246048267 
オープンプライス 

※市場予想価格 72,800円（税別）前後 
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銘機を継承しつつ数々の改良を加えてさらなる進化をとげた『X12i』 

 

●KG-926ドライバーをさらにチューンナップ 

銘機と称えられた「X10」「X11i」を継承しつつ数々の改良を加え、さらなる進化

をとげました。グルーヴィーな低音から、女性ヴォーカルの繊細な響きまでを表現

します。 

●ハウジングは直径約6mmの極小サイズ 

クリプシュのプレミアムラインの象徴である銅色のリングがあしらわれたヘアライ

ン仕上げのハウジングは直径約6mmと極小サイズ。どんな耳にもフィットします。 

●新開発のReferenceケーブルと3ボタンリモコンマイク 

耐久性が向上、ケーブルノイズもより一層低減されています。リモコン一体型マイクもより小型・高性能化しています。 

X12i スペック 

スタイル In-Ear 

ドライバー設計 Full range balanced armature 

ドライバー形式 KG-926 Balanced Armature 

リモコンマイク MFi認証3ボタンリモコンマイク 

周波数特性 5Hz - 19kHz 

感度（出力音圧レベル） 110dB 

インピーダンス 50Ω 

遮音性 -26dB 

接続プラグ 3.5mm 

重量 15g 

カラー Black 

付属品 キャリングケース、ケーブルクリップ、5つの異なるサイズのOval Ear Tips 

 

名称 商品コード JANコード 価格 

X12i KLKX12I111 4937246048250 
オープンプライス 

※市場予想価格 45,800円（税別）前後 
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バランスドアーマチュアとダイナミックで構成された『XR8i』 

●デジタルサウンドに最適なハイブリットモデル 

正確な音の再現力をもつバランスドアーマチュアドライバーと轟くような低音をもつダ

イナミックドライバーの連携により、クリアかつ重低音の効いた音質を実現しました。ハ

ウスミュージックやトランス、EDMサウンドなどのリスニングに最適です。 

●快適な装着感を追求 

逆たまご型の楕円形を押し出したような形状と、緻密な計算のもと中心軸をずらして斜上

に向けて取り付けられたノズルにより、小型イヤホンのような装着感が得られます。 

●亜鉛ダイカストと一体成型されたエラストマー複合材の二層構造ハウジング 

内耳部分には装着感を重視した亜鉛ダイカスト、外耳部分には柔らかな接触感を重視したエラストマー複合材を配した

二層で構造。耐久性が高く、長時間でも疲れずに音楽を楽しめます。 

●新開発のReferenceケーブルと3ボタンリモコンマイク 

耐久性が向上、ケーブルノイズもより一層低減されています。リモコン一体型マイクもより小型・高性能化しています。 

XR8i スペック 

スタイル In-Ear 

ドライバー設計 KG-2365 AcuPass™ 2Way 

ドライバー形式 
KG-723 Balanced Armature Tweeter 

KG-065 Dynamic Woofer 

リモコンマイク MFi認証3ボタンリモコンマイク 

周波数特性 10Hz - 20kHz 

感度（出力音圧レベル） 110dB 

インピーダンス 50Ω 

遮音性 -26dB 

接続プラグ 3.5mm 

重量 25g 

カラー Black 

付属品 キャリングケース、クリップ、5つの異なるサイズのOval Ear Tips 

 

名称 商品コード JANコード 価格 

XR8i KLKXR8I111 4937246048274 
オープンプライス 

※市場予想価格 36,800円（税別）前後 
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新 X シリーズのエントリーモデル『X6i』 

●バランスドアーマチュアドライバを 1 基搭載 

クリプシュ独自のシングルフルレンジKG-723 バランスドアーマチュアドライバーを搭載。明

瞭性に優れ、より自然なヴォーカルやしっかりとした中高音域を聴かせます。 

●スリムな楕円のデザインは素晴らしく快適 

ハウジング部分を極限まで絞り込んだスリムな楕円形状は、耳の輪郭に沿って自然に挿入可能。 

●亜鉛ダイカストと一体成型されたエラストマー複合材の二層構造ハウジング 

内耳部分には装着感を重視した亜鉛ダイカスト、外耳部分には柔らかな接触感を重視したエラ

ストマー複合材を配した二層で構造。耐久性が高く、長時間でも疲れずに音楽を楽しめます。 

●新開発のReferenceケーブルと3ボタンリモコンマイク 

耐久性が向上し、ケーブルノイズもより一層低減されています。リモコン一体型マイクもより

小型・高性能化しています。 

 

X6i スペック 

スタイル In-Ear 

ドライバー設計 Full range balanced armature 

ドライバー形式 KG-723 Balanced Armature 

リモコンマイク MFi認証3ボタンリモコンマイク 

周波数特性 10Hz - 19kHz 

感度（出力音圧レベル） 110dB 

インピーダンス 50Ω 

遮音性 -26dB 

接続プラグ 3.5mm 

重量 18g 

カラー Black、White 

付属品 キャリングケース、クリップ、5つの異なるサイズのOval Ear Tips 

 

名称 商品コード JANコード 価格 

X6i Black KLKX60I111 4937246048281 
オープンプライス 

※市場予想価格 27,800円（税別）前後 X6i White KLKX60I112 4937246048298 

 

X6i

EXTREMELY THIN, REMARKABLY COMFORTABLE
The Klipsch Reference X6i sheds size in the most important area—overall 

thickness. The thin design follows the oval contour of your ear and sits 

naturally inside the ear canal. Their minimal size is reflected in their design 

and proves comfortable for hours of use.

 

HIGH CLARITY BALANCED ARMATURE
Klipsch’s custom, single full-range KG-723 balanced armature delivers cleaner, 

more natural sounding vocals and defined upper frequencies only achievable 

through balanced armature technology. 

 

DIE-CAST ZINC AND CO-MOLDED ELASTOMER 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 

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 

comfort.

 

PATENTED OVAL EAR TIPS
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 

noise isolation.

 

ADVANCED THREE-BUTTON MIC AND REMOTE
Have seamless control of your iPhone, iPad, or iPod while listening to music, 

watching movies and answering phone calls.

 

ACCESSORIES
Available in black or white finish, each comes with carrying case, clothing 

clip, four different sized ear tips and one-year warranty.

SPECIFICATIONS

STYLE In-Ear

DRIVER DESIGN Full range balanced armature

DRIVER COMPONENTS KG-723 Balanced Armature

MIC/REMOTE mic+3-button remote

FREQUENCY RESPONSE 10Hz-19kHz

SENSITIVITY (1MW) 110dB

IMPEDANCE (1KHZ) 50 ohms

NOISE ISOLATION -26dB

INPUT CONNECTIONS 3.5 mm

WEIGHT 18 grams

COLORS Black, White
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EXTREMELY THIN, REMARKABLY COMFORTABLE
The Klipsch Reference X6i sheds size in the most important area—overall 

thickness. The thin design follows the oval contour of your ear and sits 

naturally inside the ear canal. Their minimal size is reflected in their design 

and proves comfortable for hours of use.

 

HIGH CLARITY BALANCED ARMATURE
Klipsch’s custom, single full-range KG-723 balanced armature delivers cleaner, 

more natural sounding vocals and defined upper frequencies only achievable 

through balanced armature technology. 

 

DIE-CAST ZINC AND CO-MOLDED ELASTOMER 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 

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 

comfort.

 

PATENTED OVAL EAR TIPS
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 

noise isolation.

 

ADVANCED THREE-BUTTON MIC AND REMOTE
Have seamless control of your iPhone, iPad, or iPod while listening to music, 

watching movies and answering phone calls.

 

ACCESSORIES
Available in black or white finish, each comes with carrying case, clothing 

clip, four different sized ear tips and one-year warranty.

SPECIFICATIONS
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DRIVER DESIGN Full range balanced armature

DRIVER COMPONENTS KG-723 Balanced Armature

MIC/REMOTE mic+3-button remote

FREQUENCY RESPONSE 10Hz-19kHz

SENSITIVITY (1MW) 110dB

IMPEDANCE (1KHZ) 50 ohms

NOISE ISOLATION -26dB

INPUT CONNECTIONS 3.5 mm

WEIGHT 18 grams

COLORS Black, White
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■「秋のヘッドホン祭 2015」出展。いち早く最新機種を試聴できます！ 

10 月 24 日から、中野サンプラザにて開催される「秋のヘッドホン祭 2015」にて、今回発表の各製品の試聴を予定し

ています。あわせて、24 日の 14 時から、同会場の 7F 会議室にて、今回発表された新製品発表会を開催いたします。 

 

●秋のヘッドホン祭 2015 開催概要 

日時：2015 年 10 月 24 日（土） 11：00～19：30  10 月 25 日（日） 10：30～18：00 

会場：中野サンプラザ 6・7・11・13・14・15 階（JR 線/東西線 中野駅 北口より徒歩 1 分） 

URL：http://www.fujiya-avic.jp/user_data/headphone_fes.php 

 

新製品発表会 開催のお知らせ 

日時：10 月 24 日（土） 14：00～15：00 

会場：中野サンプラザ  7 階 研修室 11  

今回リリースされる X シリーズに関するプレス発表会を行います。（一般のお客様も入場可能です） 

クリプシュが満を持して投入したハイレゾ対応超小型イヤホン「X20i」をはじめ、「XR8i」「X12i」「X6i」などの実力を

お確かめいただける新製品発表会です。ぜひご来場ください。 

※新製品発表会や「ヘッドホン祭」にて展示・試聴可能な機器は、変更される可能性があります。 

※席数の都合上、入場を制限する場合がございますので、あらかじめ御了承ください。 

 

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（右写真）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＞ 

フロンティアファクトリー株式会社 

http://www.klipsch.jp/ 

＜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 

〒102-0082 東京都千代田一番町 20-3 

広報担当： 橋本   pr@frontierfactory.co.jp 

http://www.fujiya-avic.jp/user_data/headphone_fes.php
http://www.klipsch.jp/
mailto:pr@frontierfactory.co.jp

