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2020 年 10 月 20 日 
報 道 資 料 

 

 オンキヨーと FULL-BK（LDH apparel）のコラボレーションによる 

スケルトンデザインの完全ワイヤレスイヤホンを新発売 

～ヨドバシカメラにて 10 月 20 日から先行予約開始～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 型 番 カラー 希望小売価格 発売予定時期 

ワイヤレス 

ステレオヘッドホン 

IE-FBK（Y） RAVE YELLOW 
オープン価格 11 月 10 日 

IE-FBK（V） CHILL PURPLE 

オンキヨーホームエンターテイメント株式会社（所在地：東京都墨田区、代表取締役社長：大朏宗徳）は、LDH 

apparel 株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：小川哲史、以下 LDH apparel）のブランドで、「DJ 

DARUMA」のプロデュースによる「FULL-BK（フルビーケー）」と共同開発を行ったスケルトンデザインの完全ワイヤレス

イヤホン「IE-FBK」を発売いたしします。本商品は、ヨドバシカメラ全店（22 店舗）およびヨドバシ.com にて販売しま

す。なお、10 月 20 日(火)より、ヨドバシカメラ各店と ONKYO DIRECT 及び ONKYO BASE にて、先行展示および

予約販売が開始されます。また LDH apparel の直営店である Vertical Garage と FULL-BK OFFICIAL 

ONLINE STORE にても販売いたします。販売チャネルについては随時拡大予定です。 

 

 

 

 

【主な仕様】 

1）90 年代に一大ブームを巻き起こしたスケルトンを現代にアップデートしたデザイン 

90’s スタイルを独自のグルーヴ感で現代的にアップデートする「FULL-BK」が、90 年代に 

一大ブームを巻き起こしたスケルトンを完全ワイヤレスに再現。「DJ DARUMA」が刺激を 

受けた 90 年当時のキャンディーカラーのポップさとスケルトンをデザインに取り入れました。 

イヤホン本体だけでなく、ケースまでも一貫してスケルトン化しています。カラーは”RAVE ”と  

”CHILL”をイメージした、イエロー（RAVE YELLOW)とパープル（CHILL PURPLE）の 

2 色を展開しています。 
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2) 「DJ DARUMA」によるサウンドチューンへのこだわり 

毎日聴く音楽で様々なジャンルを楽しめるよう、大きなクセはなく全体的なバランスを取り、クリアでパンチを効かせた 

サウンドを目指した音創りを行っています。 

 

3) 「IE-FBK」専用プレイリストにアクセス可能 

    パッケージに記載された QR コードから、「DJ DARUMA」が  

「IE-FBK」専用に作成した、''新しいグルーヴ''を感じるダンス 

ミュージックを集めた Spotify プレイリストにアクセスできます。 

  

 

4)  その他の特長 

・最大 5 時間※1 の連続音楽再生が可能 

・15 分の充電で 1 時間の使用が可能な急速充電に対応 

・イヤホンをつけたまま周囲の音を聞くことができる外音取込み機能を搭載 

・充電ケースから取り出してすぐに使える便利なオートパワーオン/オフ＆自動ペアリング機能 

・汗や急な雨にも安心の防水保護等級 IPX5※2 対応 

 

【事前予約キャンペーン】 

発売日前に事前ご予約されたお客様の中から抽選で、 

FULL-BK & ONKYO コラボオリジナルフーディーを 

プレゼントいたします。 

 

▼「FULL-BK」 

  EXILE などの著名なアーティストが所属する LDH のアパレル事業部が独立した 

LDH apparel が所有するブランドの１つ。 

LDH 所属アーティストである「DJ DARUMA」がプロデュース。 

90’s スタイルを独自のグルーヴ感で現代的にアップデート。 

テキスタイル、シルエット、ユーティリティというファッションを形成する三大要素に 

おいて、クオリティを追及し、年代を問わない洗練されたプレミアムストリートウェアを 

提案する。次世代を担うキッズ達だけでなく、90’s を体験した大人にもアンテナを 

伸ばし、普遍的に洋服作りをしてきた感度の高さが特徴。 

https://full-bk.tokyo/  

 

▼「DJ DARUMA」 プロフィール 

   DJ、ファッションデザイナー、PKCZ のメンバー。 

HIP HOP の魂を持って様々なスタイルのサウンドで全国のダンスフロアを盛り上げる DJ。 

’00 年代後半 DJ/プロデュースチーム「DEXPISTOLS」としてエレクトロ・サウンドを武器に 

音楽のジャンルは無論、ストリートを中心に様々な壁を取り払い日本のクラブシーンを大きく 

変化させた。2015 年初頭「DEXPICTOLS」は個々のスタイルへの集中の為に無期限の 

活動休止を発表。その後、DJ/プロデューサーとして LDH との電撃契約を経て、EXILE HIRO, 

DJ MAKIDAI,VERBAL との新たなプロジェクト「PKCZ（ピーケーシーズ）」が 

本格始動。またアパレルブランド「FULL-BK」のデザイナーとしてハイエンドなストリートウェアを 

ヘッズ達に提案。常にその動向に注目が集まる DJ の一人。 

https://www.ldh.co.jp/management/dj_daruma_pkcz/ 

画像はイメージです。 

画像はイメージです。 

https://full-bk.tokyo/
https://www.ldh.co.jp/management/dj_daruma_pkcz/
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【関連リンク】 

●商品ページ 

     https://onkyo.com/audiovisual/headphone/iefbk/index.html 

 

●ONKYO DIRECT 商品ページ 

     https://onkyodirect.jp/shop/g/gIEFBKY/ 

 

【IE-FBK の主な仕様】 

型番 IE-FBK 

伝送方式 Bluetooth®標準規格 Ver.5.0 

出力 Bluetooth®標準規格 Power Class 2 

最大通信距離 見通し距離 約 10 m※3 

使用周波数帯域 2.4 GHz 帯 （2.4000 GHz ～ 2.4835 GHz）※4 

変調方式 FHSS 

対応 Bluetooth®プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP 

対応コーデック SBC/AAC 

対応コンテンツ保護 SCMS-T 方式 

電源 DC3.7 V 内蔵充電式リチウムイオン電池 

マルチペアリング 最大 8 台 

電池持続時間 連続通信 最大 5 時間（音楽再生時間含む） 

充電時間 約 1.5 時間 

型式 密閉型ダイナミック 

使用ドライバー φ6 mm 

再生周波数帯域 20 Hz ～ 20,000 Hz 

質量 6 g（L/R 各） 

付属品 
イヤホンチップ（シリコン）S/M/L、TYPE-C USB ケーブル（充電用）、 

保証書、クイックスタートガイド、セーフティガイド 

、 

 

 

 

 

※1 使用環境により連続通信時間が変わる場合があります。 

※2 IPコードはIEC(国際電気標準会議)によって定められている、製品の防水・防塵における保護規格です。IPX５とは、定められた試験方法に基づき、

「いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けないこと」を基準としています。 

※3 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。 

※4 本製品は 2.4GHz 帯の電波を使用しています。他の 2.4GHz 帯を使用する無線機器、電子レンジなどの干渉により音声が途切れる場合があり 

ます。 

* Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、オンキヨー株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。 

* 記載されているその他の会社名および製品・技術名・役務名等は、各社の登録商標または商標です。 

* 仕様・イメージ図および外観は予告なく変更することがあります。 

 

※この製品に関するお問い合わせ先※ 

●報道関係の方：オンキヨー株式会社 

            マーケティング部ブランドマネジメント課 佐藤、家倉 TEL 03-6284-1389 

   ※当社では、新型コロナ感染防止のためテレワークを実施しています。お問い合わせの際は、誠に申し訳ございませんが、 

メールにて担当者までお問い合わせいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

   佐藤：miyuki.sato@jp.onkyo.com  家倉: koutaro.iekura@jp.onkyo.com 

ホームページ：https://onkyo.com/ 

製品画像は当社ホームページにて本リリースをお選びいただき、「報道機関向け画像」よりダウンロード願います。 

 

■一般の方のお問い合せ先：オンキヨー オーディオコールセンター 

    商品に関するお問い合わせ、購入前のご相談などは、下記サポートサイトよりお問い合わせください。 

https://www.jp.onkyo.com/support/toiawase.htm 

＊電話番号を掲載いただく場合は、オーディオコールセンターの番号を掲載願います。 

https://onkyo.com/audiovisual/headphone/iefbk/index.html
https://onkyodirect.jp/shop/g/gIEFBKY/
mailto:miyuki.sato@jp.onkyo.com
mailto:koutaro.iekura@jp.onkyo.com
https://onkyo.com/
https://www.jp.onkyo.com/support/toiawase.htm
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