
最大8時間連続再生
 （4時間 + 4 時間 - 同梱 
　の充電用クリップ使用）

特許取得済みの快適な
装着感の改良版イヤー
フィン

MySound アプリで好みに
合わせてサウンド設定

防汗設計

COMPLY™スポーツ用
フォームイヤーチップ

使用状態を音声で伝える
音声プロンプト

ワイヤレス音楽+電話
コントローラ付き

マイクロサイズの
金属製イヤフォン

ワイヤレスサウンドの進化

JBD-FDM-001PK
（Apple 専売）

JBD-FDM-001SV
（Apple 専売）

JBD-FDM-001BK

JBD-FDM-001BL JBD-FDM-001RDJBD-FDM-001GD

My Sound アプリ
サウンド設定をカスタマイズし、
設定をイヤホンに保存可能。

ユニバーサルフィットデザイン
サウンドパフォーマンスを損なう
ことなく、インイヤースピーカー
のハウジングサイズを大幅に小型
化。イヤホン部のサイズを劇的に
小型化することで、誰の耳にも快
適にフィットするデザインに。

大音量ながら、スポーツシーンに
最適なフィット感、防汗、快適性
を実現した世界最小クラスのワイ
ヤレスイヤホン。

快適な装着感とフィット感
オーバーイヤー、アンダーイヤー
両対応のユニバーサルシステム。

8 時間の再生時間
チャージングクリップを使用する
ことで、再生しながらの充電が可
能。 4 時間（イヤホン本体）+ 4
時間（チャージングクリップ）＝
合計 8時間の再生時間を実現。

全メタルハウジング

ワイヤレスサウンドの進化

革新的技術と小型化により、高品
質のインジェクションモールド
（MIM）メタルパーツを使用。高
級感も演出し、メタルハウジング
により、歪みを軽減し、高品質サ
ウンドを実現。
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製品本体

Comply™ 低反発ポリウレタンフォーム製
イヤーチップ （S、M、L）

シリコーン製イヤーチップ（S、M、L）

コード 管理クリップ

コード シャツ クリップ

USB 2.0 充電ケーブル

充電クリップ

イヤーフィン（S、M、L）

キャリングケース1
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ON

OFF

押す                1秒押す                4秒押す

ON

OFF

次のトラック

電源オン
終話

前のトラック

電源オフ

音量アップ

再生 /一時停止
通話

音量ダウン

製品名
型番
品番
JANコード
色
価格
ロジクールオンラインストア価格
発売予定日
保証期間
イヤフォンタイプ
装着方法
本体サイズ ( 幅×奥行×高さ )
本体重量 ( ケーブル含む )
ケーブル長
電源
充電方式
フル充電時間
連続再生時間
スタンバイ時間
ワイヤレステクノロジー
ワイヤレス通信距離
ドライバーサイズ
出力
入力感度
周波数特性
インピーダンス
マイク入力感度
内蔵マイク
システム要件 /対応デバイス
コントロール
パッケージサイズ （横×奥行×高さ）ｍｍ 
パッケージ重量 g 
インナーカートンサイズ（幅×奥行×高さ）ｍｍ 
インナーカートン重量 kg 
インナーカートン入数 
外箱サイズ（幅×奥行×高さ） mm  
外箱総重量　kg  
外箱入り数
製造国 

Jaybird Freedom Wireless
JBD-FDM-001GD   JBD-FDM-001BL   JBD-FDM-001RD   JBD-FDM-001BK   JBD-FDM-001PK（Apple 専売）   JBD-FDM-001SV（Apple 専売）
F5-S-G-AP-JP         F5-S-L-AP-JP         F5-S-R-AP-JP         F5-S-B-AP-JP         F5-A-P-AP-JP         　　            F5-A-S-AP-JP
4943765045021      4943765045038     4943765045045      4943765045014     4943765045052                                4943765045069
Gold                        Ocean                     Blaze                        Carbon                   Blush                                           Space
オープンプライス
19,880 円（税抜）
2016 年 9月 15 日
1年間
インイヤー ( カナル型 )
オーバーイヤー /アンダーイヤー
23.4×6.2×22.4mm
13.8g
360mm
内蔵充電式リチウムポリマー電池 ( 本体、充電クリップ )
USB 充電
約 2.5 時間 *（急速充電 20 分 = 1 時間 + 付属充電クリップ 1時間）
最大 8時間 * ( 本体 4時間 + 付属充電クリップ 4時間）
最大 110 時間
Bluetooth ® 4.1 （マルチポイント対応）
10m*
6mm
5mW（通常）、10mW （最大）
96dB +-3dB (1KHz 時）
20Hz - 20kHz
16Ω
-38dB +-3dB （測定条件 : 1KHz、0dB =  1V/Pa)
MEMS、双方向、ウルトラ低消費電力
Bluetooth® A2DP 対応を備えたタブレット、スマートフォン、音楽プレーヤーおよび他の音源
電源、音量、ペアリング (Bluetooth® 接続 )、再生 / 一時停止、次のトラック /前のトラック、通話・終話 /リダイヤル
126 x 54 x 185
266 g
360 x 145 x 210
1.89 kg
6
375 x 165 x 450
4.24 kg
12
マレーシア

〇 Logitech, Logicool, All rights reserved. 記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。
〇 株式会社ロジクールはLogitech Group の日本地域担当の日本法人です。
〇  Comply は Hearing Components, Inc. の商標です。
〇 Bluetooth ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有しており、
      ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。
〇 価格及び仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

*  再生時間とスタンバイ時間は使用状況により異なります。MySound アプリからサウンドプロファイルにさらに低音を加える場合は、再生時間が短くなります。
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株式会社	ロジクール

       	 	http://www.logicool.co.jp

〒105-6014 東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー
カスタマーリレーションセンター
TEL 050-3786-2085
9:00 ～ 19:00 土日祝祭日を除く
Eメールサポート  http://www.logicool.co.jp/contact

1年間無償保証

JBD-FDM-001BL F5-S-L-AP-JP JBD-FDM-001RD F5-S-R-AP-JP JBD-FDM-001BK F5-S-B-AP-JPJBD-FDM-001GD F5-S-G-AP-JP

JBD-FDM-001PK F5-A-P-AP-JP JBD-FDM-001SV F5-A-S-AP-JP

製品仕様

パッケージ内容

コントローラー




