
商品仕様

型番

GRND-IEP100JS01 GRAMO-TCEP-I01 GRAMO-TCEP-K01 GRFD-HEP100T8C GRAMO-LTEP-I01 GRAMO-LTEP01 GRFD-TVEP100KW11 GRFD-IEP_S1 GRFD-GME EP1152 GRFD-GME100T5 GRFD-TVEP100KW19 GRAMO-IEP03 GRAMO-IEP02 GRAMO-IEP01

使用シーン スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード テレビ コンフォート ゲーム ゲーム テレビ コンフォート スタンダード スタンダード

プラグ形状 プラグ対応 USB Type-C USB Type-C プラグ対応 ライトニング ライトニング プラグ対応 プラグ対応 プラグ対応 プラグ対応 プラグ対応 プラグ対応 プラグ対応 プラグ対応

イヤホンタイプ カナル型 インナーイヤー型 カナル型 カナル型 インナーイヤー型 カナル型 カナル型 カナル型 カナル型 カナル型 インナーイヤー型 カナル型 カナル型 カナル型

パッケージ

カラー

参考価格（税抜） 980円 798円 798円 1,480円 1,980円 1,980円 980円 980円 1,980円 980円 980円 980円 – –

商品名
イヤホンケース付き

ワイヤードイヤホン
USB タイプCイヤホン USB タイプCイヤホン

デュアルドライバー

ワイヤードイヤホン
ライトニングイヤホン ライトニングイヤホン TV用 ワイヤードイヤホン 寝ながらワイヤードイヤホン ゲーミングイヤホン ゲーミングイヤホン TV用 ワイヤードイヤホン 寝ながらイヤホン マイク付き イヤホン マイク付き イヤホン

特徴 シャープな重低音で迫力サウンド
USB Type-C

コネクタ対応

USB Type-C

コネクタ対応

ハイレゾ対応

デュアルドライバー搭載

IPX5の防水規格

Apple正規認証品 Apple正規認証品
テレビ・映画・ゲームが

大音量で楽しめる

寝ながら使っても

耳が痛くない

ボイスチャットも通話も音楽も楽しめる

ノイズ低減フレキシブルマイク採用

ボイスチャットも

通話も音楽も楽しめる

テレビ・映画・ゲームが

大音量で楽しめる

寝ながら使っても

耳が痛くない

高級感ある

メタリックカラー
迫力の低音

JANコード

BK：4589569122904

WH：4589569122911

RE：4589569122935

NB：4589569122928

BK：4589569121747

WH：4589569121754

BK：4589569121723

WH：4589569121730
BK：4589569122140

BK：4589569121709

WH：4589569121716

BK：4589569120887

WH：4589569120894
BK：4589569122232

BK：4589569124502

WH：4589569124519

RE：4589569124533

BL：4589569124540

RE：4589569122836

BL：4589569122843
BK：4589569122225

BK：4589569120504

WH：4589569120511

SV：4589569120474

SG：4589569120481

PG：4589569120498

BK：4589569120436

WH：4589569120443

RE：4589569120467

NB：4589569120450

コード長 約1.2m 約1.2m 約1.2m 約1.2m 約1.2m 約1.2m
本体コード長：約1.2m

延長コード長：約4.0m
約1.2m 約1.2m 約1.2m

本体コード長：約1.2m

延長コード長：約4.0m
約1.2m 約1.2m 約1.2m

プラグ形状

4極プラグ対応

Φ3.5mm L型

ステレオミニプラグ

USB Type-C USB Type-C

4極プラグ対応（OMTP）

Φ3.5mm　L型

ステレオミニプラグ

ライトニング ライトニング

3極プラグ対応

Φ3.5mm

ステレオミニプラグ

4極プラグ対応（CTIA）

Φ3.5mm

ステレオミニプラグ

4極プラグ対応（CTIA）

Φ3.5mm

ステレオミニプラグ

4極プラグ対応（CTIA）

Φ3.5mm　L型

ステレオミニプラグ

3極プラグ対応

Φ3.5mm

ステレオミニプラグ

4極プラグ対応（CTIA）

Φ3.5mm　L型

ステレオミニプラグ

4極プラグ対応（CTIA）

Φ3.5mm　L型

ステレオミニプラグ

4極プラグ対応（CTIA）

Φ3.5mm　L型

ステレオミニプラグ

イヤホン本体質量 約13.0g 約14.0g 約14.0g 約16.0g 約13.0g 約14.0g 約18.0g 約10.8g 約18.5g 約21.5g 約16.0g 約8.5g 約10.0g 約14.0g

使用温度範囲／湿度範囲 5～40℃／25～65％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃ 5～40℃ 5～40℃

抗菌仕様 – – – – – – – – – – – – – –

ヘッドホン部

ドライバー型式 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミックデュアル型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型

ドライバーサイズ Φ9.0mm Φ14.0mm Φ10.0mm Φ6.0mm Φ14.0mm Φ10.0mm Φ10.0mm Φ6.0mm Φ10.0mm Φ10.0mm Φ14.0mm Φ6.0mm Φ8.0mm Φ9.0mm

音圧感度 96db 95dB 95dB 107dB 95dB 93dB 101dB 100db 98dB 107dB 105dB 96dB 96dB 96dB

インピーダンス 16Ω 32Ω 16Ω 18Ω 32Ω 16Ω 16Ω 16Ω 16Ω 16Ω 16Ω 16Ω 16Ω 16Ω

防水規格 – – – IPX5（防水） – – – – – – – – – –

再生周波数帯域 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 10Hz～40kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 100Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz

マイクロホン部

マイク感度 -42dB -42dB -42dB -42dB -42dB -42dB – -42dB
内蔵マイク：-42dB

フレキシブルマイク：-38dB

内蔵マイク：-42dB

フレキシブルマイク：-40dB
– -42dB -42dB -42dB

機能一覧

ハイレゾ対応 – – – 〇 – – – – – – – – – –

音声アシスタント –
〇

（Google Assistantのみ）

〇

（Google Assistantのみ）
–

〇

（Siriのみ）

〇

（Siriのみ）
– 〇 〇 – – – – –

ハンズフリー通話 〇 〇 〇 〇 〇 〇 – 〇 〇 〇 – 〇 〇 〇

操作方法 リモコン式 リモコン式 リモコン式 リモコン式 リモコン式 リモコン式 リモコン式 リモコン式 リモコン式 リモコン式 リモコン式 リモコン式 リモコン式 リモコン式

その他

付属品

・イヤホンケース

・イヤーキャップ

（SS／S／M／Lサイズ ）

–
・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）
–

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・延長コード（4.0m）

・ケーブルまとめバンド
–

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・フレキシブルマイク

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・フレキシブルマイク

・延長コード（4.0m）

・ケーブルまとめバンド
–

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

取扱説明書
ダウンロード ダウンロード ダウンロード

–
ダウンロード ダウンロード

–
ダウンロード ダウンロード ダウンロード

–
ダウンロード ダウンロード ダウンロード

保証期間 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月

発売日 2021年7月29日 2020年6月18日 2020年5月22日 2020年9月3日 2020年6月18日 2019年8月6日 2020年9月17日 2022年12月8日 2022年12月15日 2021年6月17日 2020年9月17日 2018年5月11日 2018年5月11日 2018年5月11日
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BK (ブラック)

WH (ホワイト) BK (ブラック) BK (ブラック) BK (ブラック) BK (ブラック) BK (ブラック) RE (レッド) RE (レッド) BK (ブラック)

RE (レッド) WH (ホワイト) WH (ホワイト) WH (ホワイト) WH (ホワイト) WH (ホワイト) BL (ブルー) BL (ブルー) WH (ホワイト)

NB (ネイビー)

有線イヤホン比較表

購入ページ – –BK (ブラック)BK (ブラック) BK (ブラック)

生産終了 生産終了在庫限り在庫限り在庫限り在庫限り
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