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加賀ハイテック株式会社

タッチでつながるシームレスな音空間を演出する
タクサン

ミ ー オ サ ウ ン ド

「TAXAN“MéoSound ”シリーズに待望の 4 製品新発売」

加賀電子株式会社（東証 1 部：8154）の 100％子会社で、パソコン・モバイル製品・周辺機器、カメラ・カメラ用品などを
販売している加賀ハイテック株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関 祥治、略称：加賀ハイテック）は、
NFC 対応・音声ガイダンス付 Bluetooth スピーカー｢TAXAN “MéoSound Juke”｣と防水タイプの｢TAXAN “MéoSound
Shower” ｣、｢TAXAN “MéoSound Splash” ｣、お よ び Bluetooth 対応 FM ト ラ ンスミッター｢TAXAN “MéoSound
transmitter”｣を 2013 年 9 月 13 日（金）より順次発売いたします。
今回、加賀ハイテックから発売する「TAXAN “MéoSound シリーズ”」は、ライフスタイルにあわせたシームレスな音空
間をコンセプトに、①タッチでつながる NFC 対応、②コンパクトボディーが奏でる高音質、③全てのユーザーに分りやす
い音声ガイダンスを備えています。これにより、いつも持参している音楽を、どこにいてもシームレスに楽しむことができ
ます。また、製品発売と同時にスマートフォンとの Bluetooth 接続を簡単にするアプリ「MeoNFC コネクト」をリリースいた
します。同アプリは Google Play 経由で無償にてダウンロードが可能です。

【MéoSound World のコンセプト】

（開発中）
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【製品詳細】
１．こだわりの音とデザイン、スマホとタッチでつながるワイヤレススピーカー
タクサン

ミ ー オ サ ウ ン ド

ジ ュ ー ク

「TAXAN “MéoSound Juke ”」

NFC 対応 Bluetooth スピーカー

ボタン操作部（上部）

参考売価:8,800 円（税込）
型番：MS-JUKE-01/BL
JAN: 4954591502435
発売日：10 月上旬
【特長】
・高い質感とオシャレなデザインを実現した Bluetooth スピーカー
・スマホでタッチするだけでペアリング＆解除ができる NFC 対応
・音声によるガイダンス機能（日本語）
・豊かな低音を再生するパッシブラジエーター搭載
・ハンズフリー通話機能
【仕様】
・ボディーカラー：マットブラック
・外部音声入力（ステレオミニジャックφ3.5mm×１））/充電用 microUSB ポート
・スピーカー出力 2.5W×2
・スピーカーユニット 2.1ch
・連続再生時間 約 13 時間
・充電時間 約 3 時間
・待機時間 約 1,000 時間
・Bluetooth バージョン 3.0+EDR
・対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP
・サイズ：W138×H78×D80mm
・重量： 370g
・電源：内蔵リチウムイオンバッテリー
・付属品：クイックガイド/保証書/USB ｹｰﾌﾞﾙ/φ3.5mm ｽﾃﾚｵｹｰﾌﾞﾙ
・製造国：中国
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2．お風呂がもっと楽しくなる「防水」ワイヤレススピーカー
タクサン

ミ ー オ サ ウ ン ド

シ ャ ワ ー

「TAXAN “MéoSound Shower ”」

NFC 対応 Bluetooth スピーカー

ボタン操作部（上部）

参考売価:7,980 円（税込）
型番：MS-SHWR-01/WH
JAN:4954591502442
発売日：10 月上旬

【特長】
・お風呂がもっと楽しくなる防水 Bluetooth スピーカー (IP54)
・スマホでタッチするだけでペアリング＆解除ができる NFC 対応
・音声によるガイダンス機能（日本語）
・豊かな低音を再生するパッシブラジエーター搭載
・ハンズフリー通話機能
【仕様】
・ボディーカラー：クールホワイト
・防水性能 IP54
・外部音声入力（ステレオミニジャックφ3.5mm×１））/充電用 microUSB ポート
・スピーカー出力 2.5W×2
・スピーカーユニット 2.1ch
・連続再生時間 約 13 時間
・充電時間 約 3 時間
・待機時間 約 1,000 時間
・Bluetooth バージョン 3.0+EDR
・対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP
・サイズ：W144×H72×D83mm
・重量： 350g
・電源：内蔵リチウムイオンバッテリー
・付属品：クイックガイド/保証書/USB ｹｰﾌﾞﾙ/φ3.5mm ｽﾃﾚｵｹｰﾌﾞﾙ
・製造国：中国
-3-

3．シーンを選ばずポータブル「防水」ワイヤレススピーカー
タクサン

ミ ー オ サ ウ ン ド

ス プ ラ ッ シ ュ

「TAXAN “MéoSound Splash ”」

NFC 対応 Bluetooth スピーカー

ボタン操作部（上部）

参考売価:7,500 円（税込）
型番：MS-SPLS-01/WH
JAN: 4954591502459
発売日：10 月上旬

【特長】】
・シーンを選ばずポータブル防水 Bluetooth スピーカー (IP54)
・スマホでタッチするだけでペアリング＆解除ができる NFC 対応
・音声によるガイダンス機能（日本語）
・底面/側面に吸盤を取り付け可能。（吸盤付属)
・ハンズフリー通話機能
【仕様】
・ボディーカラー：クールホワイト
・防水性能 IP54
・外部音声入力（ステレオミニジャックφ3.5mm×１））/充電用 microUSB ポート
・スピーカー出力 1.5W×2
・連続再生時間 約 10 時間
・充電時間 約 2 時間
・待機時間 約 800 時間
・Bluetooth バージョン 3.0+EDR
・対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP
・サイズ：W170×H42×D50mm
・重量： 230g
・電源：内蔵リチウムイオンバッテリー
・付属品：クイックガイド/保証書/USB ｹｰﾌﾞﾙ/φ3.5mm ｽﾃﾚｵｹｰﾌﾞﾙ
・製造国：中国
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4. 完全ワイヤレスでカーオーディオライフをスマートに演出
タクサン

ミ ー オ サ ウ ン ド

ト ラ ン ス ミ ッ タ ー

「TAXAN “MéoSound transmitter ”」

Bluetooth 対応 FM トランスミッター

参考売価:3,480 円（税込）
型番：MEO-SUND-BTFM
JAN: 4954591502404
発売日：9 月 13 日
【特長】
・スマホと Bluetooth で接続する FM トランスミッター
・すべての接続がワイヤレスのため車内配線不要、後部座席からも操作可能
・高出力 2.4A 充電用 USB ポート搭載、iPad 等の高電流を必要とする機器も余裕で充電
・操作部の角度を変えられる可動式シガープラグ採用
・音楽再生時に電話着信の場合は通話が優先され、通話終了後は自動音楽再生
・最大４台まで登録できるマルチペアリング機能サポート
【仕様】
・ボディーカラー：ブラック
・Bluetooth バーション 3.0＋EDR
・FM 送信周波数：88.1/88.3/88.5/88.8MHz
・対応プロファイル： A2DP/SCMS-T
・安全保護回路：ショート保護/過電圧防止/過電流防止
・対応電源：DC12V・.24V
・サイズ：W47×H47×D17mm（本体部）
・重量： 43g
・付属品：クイックガイド/保証書
・製造国：中国

-5-

■「MeoNFC コネクト」について
「MeoNFC コネクト」アプリは、お客様のスマートフォンと、「TAXAN “MéoSound” シリーズ」NFC 対応製品との接続
を簡単にするアプリケーションです。（Juke/ Shower/ Splash）
本体に表記されたＮＦＣマークに、本アプリをインストールしたスマートフォンをタッチするだけで、Bluetooth 接続/切断
を簡単に行うことができます。
（スマートフォン画面イメージ）
【MeoNFC コネクトの主な機能】
・ワンタッチでペアリング
・ワンタッチで切断
・ワンタッチで再生端末を切替え
・Bluetooth 設定操作

【MeoNFC コネクト動作要件】
・Android OS 4.0 以上の
・NFC 対応スマートフォン
・おサイフケータイ対応スマートフォン
対応機種の詳細は、弊社サポートホームページ
に掲載予定の、対応互換表にてご確認いただけます。

以上、加賀ハイテックでは、今後も TAXAN ブランド「“MéoSound シリーズ”」製品により、タブレット・スマートフォンユー
ザーに対して、ワイヤレスエンターテイメントを提供してまいります。
※記載、掲載されている会社名、製品名は、各社の登録商標、または商標です。
※本リリースに記載されている内容は発表時点の情報です。
予告なしに内容が変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
<TAXAN 製品>ポータルサイト
TAXAN ライフ

URL：http://www.taxan-life.com

<製品サポートに関するお問い合せ先>
加賀ハイテックお客様相談センター
TEL：03-5540-9010

e-mail：meo_support@kagaht.co.jp

<本リリースに関するお問い合せ先>
加賀ハイテック株式会社 事業開発本部 担当：長崎、小池
TEL：03-4455-3277 FAX：03-3254-7236 e-mail：s_nagasaki@kagaht.co.jp
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