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左右独立したアンプを搭載。チャンネルセパレーションに優れた
バランス駆動型ポータブルヘッドホンアンプ

REX-KEB01C / REX-KEB01C2 / REXKEB01 / REX-KEB01F

製品型番

RCL-KEBSH1C

RCL-KEBSH1CR

RP-KEBFAD1

RP-KEBUE1

RCL-KEBSE1

RP-KEBSE1R

RP-KEBSE1A

RP-KEBSE2

RP-KEBAD1

RP-KEBAD2

RP-KEBAD3

RP-KEBAD4

標準価格・JANコード

￥10,800

4949090921153

￥10,800

4949090921160

OPEN

4949090921085

OPEN

4949090921078

￥10,800

4949090920941

OPEN

ー

OPEN

ー

OPEN

ー

￥3,600

4949090920965

￥4,800

4949090920972 

￥4,800

4949090920989

￥4,800

4949090920996

製品内容

オヤイデ製 REX-KEB01シリーズ用バランス

ヘッドホンリケーブル　ケーブル色：シルバー

オヤイデ製 REX-KEB01シリーズ用バランス

ヘッドホンリケーブル　ケーブル色：レッド

REX-KEB01シリーズ用 Final Audio 

Design Adasio III バランスイヤホン

REX-KEB01シリーズ用バランスヘッドホンリ

ケーブル

オヤイデ製 REX-KEB01シリーズ用バランス

ヘッドホンリケーブル

REX-KEB01シリーズ用バランスヘッドホン

カラーリケーブル　ケーブル色：レッド

REX-KEB01シリーズ用バランスヘッドホン

カラーリケーブル　ケーブル色：ブルー

REX-KEB01シリーズ用バランスヘッドホンリ

ケーブル

3.5Φステレオ⇔2.5Φモノラル×2 変換アダ

プター「ベーシックモデル」

3.5Φステレオ⇔2.5Φモノラル×2 変換アダ

プター「ハイグレードモデル」

2.5Φ⇔XLR 変換アダプター

XLR⇔2.5Φ 変換アダプター

対応機種

SHURE SEシ

リーズ

SHURE SEシ

リーズ

Ultimate Ears 

TF10PRO

SENNHEISER 

HD25-1 II

SENNHEISER 

HD25-1 II

SENNHEISER 

HD25-1 II

SENNHEISER 

HD650

バランス駆動型ポータブルヘッドホンアンプバランス駆動型ポータブルヘッドホンアンプ

バランス駆動型ポータブルヘッドホンアンプ

アナログ入力（3.5Φステレオミニジャック）　0.85Vrms（ノンクリップ最大出力時）（※アナログ入力最大値はiPod touch接続時のノンクリップ最大値です。また、その場合にイヤホン出力が2.366Vrms（ノンクリップ最大出力）となります。）

イヤホン出力（2.5Φマイクロジャック　モノラル×2）

2.366Vrms（ノンクリップ最大出力/充電式ニッケル水素電池使用時）　電源ON-OFFスライドスイッチ

バランスタイプイヤホンまたはヘッドホン（6Ω～32Ω）　※L/Rそれぞれ2.5Φマイクロプラグが必要です。

ヘッドホン出力（ステレオミニ）端子をもったポータブルオーディオ機器

単4電池×3本(別売) 　 入力電圧範囲 3.3V～5.0V

約50時間（※パナソニック エボルタ充電式 HHR-4MWS 3本使用、iPod touchボリューム位置3/4（75％）、SHURE SRH1840使用時。使用する電池の種類、ヘッドホン/イヤホン、プレイヤーの音量により再生時間は異なります。）

本体、ユーザーズマニュアル、シリコンケース（グレー）

68mm（W）×114mm（L）×18mm（H）・約210ｇ（本体のみ）

REX-KEB01C2

オヤイデ製入力用ステレオミニ⇔ステレオミニケーブル

オヤイデ製SENNHEISER HD25-1 II専用リケーブル

4949090920903

￥24,000-

REX-KEB01

4949090920897

￥19,000-

REX-KEB01C/CR

オヤイデ製SHURE SEシリーズ専用リケーブル

（C：シルバー, CR:レッド）

C：4949090920934, CR:4949090921146

￥24,000-

型 　 番

名 　 称

入 力 端 子

出 力 端 子

ス イ ッ チ

対 応 ヘ ッド ホ ン

対応オーディオ機器

電 　 源

連 続 再 生 時 間

製 品 内 容

外 形 寸 法・重 量

J A N コ ー ド

標 準 価 格（ 税 別 ）

REX-KEB01
REX-KEB01C2
REX-KEB01C/CR

REX-KEB01
シリーズ共通

REX-KEB01
シリーズ共通

REX-KEB01
シリーズ共通

REX-KEB01
シリーズ共通

REX-KEB01
シリーズ共通

REX-KEB01
シリーズ共通

REX-KEB01
シリーズ共通

愛用のヘッドホン・イヤホンをバランスタイプに改造
2.5Φマイクロモノラルプラグが付属

REX-KEB01CとREX-KEB01C2とREX-KEB01には、
オヤイデ製3.5Φ⇔3.5Φポータブルオーディオ機器用接
続ケーブルが標準で付属。

オヤイデ製ポータブルオーディオ機器用
接続ケーブルが付属

OCL回路を採用、音場豊かな低域を実現
ヘッドホン出力回路に出力コンデンサを使用しないOCL（アウトプットコンデンサレス）
回路を採用。豊かな低域と全帯域で誇張のない自然な音質に仕上げました。ヘッドホンアンプ回路にはTI製TPA6111をBTL接続で

L/Rそれぞれに1個ずつ使用する デュアルモノラル構成
を採用。 
チャンネルセパレーションに優れるバランス駆動と左右
独立したヘッドホンアンプにより、接続されたイヤホン/
ヘッドホンのクロストーク特性、分離感、表現力が向上
します。

BTL接続で高出力、
左右独立したアンプを搭載する高音質設計

アナログ入力（3.5Φステレオミニ）装備
アナログ入力には3.5Φステレオミニ端子を搭載。ヘッドホン出力を搭載した数多くのポー
タブルオーディオ機器に接続することができます。

オヤイデ製SENNHEIZER HD25-1 II専用ケーブル付属
REX-KEB01C2には、オヤイデ製SENNHEISER HD25-1 II専
用ケーブルを添付しています。SENNHEIZER HD25-1 IIの標準
ケーブルを付属の専用ケーブルに交換することで、改造すること
なくバランス接続することが可能です。

落下等からの衝撃を和らげるシリコンカバー付属
本製品には滑りにくく弾力性のあるシリコンケース
を付属、落下等からの衝撃を和らげてくれます。
※REX-KEB01シリーズに添付されるケースはグレーとなり

ます。

単4電池3本（充電式）で約50時間のロングプレイ
REX-KEB01シリーズは単4電池3本（充電式）使用で連続再生約50時間※のロングプレイ
を実現しています。
※使用する電池の種類、ヘッドホン/イヤホン、プレーヤーの音量により再生時間は異なります。

駆動試験環境　ヘッドホン：SHURE SRH1840、充電電池：Panasonic製 EVOLTA HHR-4MWS使用時、
　　　　　　　再生プレーヤー：iPod touch ボリューム位置3/4（75％）

充実のオプション品でカスタマイズ自由
バランスヘッドホン、イヤホンのリケーブルや変換アダプターなど、充実のオプション品で
REX-KEB01シリーズのポータブルオーディオライフをサポート。今後も便利なオプショ
ン品が続々と登場予定です。

さまざまな電池で音質変化を楽しむ
本製品の電源は、一般的な単4電池を3本使用。充電式ニッケ
ル水素電池、アルカリ電池など、電池の違いによる音質の変
化を楽しむことができます。（入力電圧範囲3.3V～5.0V）
※本製品には電池は付属しません。別途お買い求めください。

REX-KEB01F

入力用ステレオミニ⇔ステレオミニケーブル（6cm）

4949090920880

￥18,000-

2.5Φマイクロプラグ（モノラル×2）

オヤイデ製ポータブルオーディオ機器用接続ケーブル・
オヤイデ製SENNHEIZER HD25-1 II専用ケーブル付属

オヤイデ製ポータブルオーディオ機器用接続ケーブル・
オヤイデ製SHURE SEシリーズ専用ケーブル付属

オヤイデ製ポータブルオーディオ機器用接続ケーブル・
2.5Φマイクロモノラルプラグ付属

ポータブルオーディオ機器用接続ケーブル・
2.5Φマイクロモノラルプラグ付属

オヤイデ製SHURE SEシリーズ専用ケーブル付属
REX-KEB01C/CRには、オヤイデ製SHURE SEシリーズ専用ケー
ブルを添付しています。SHURE SEシリーズの標準ケーブルを付属
の専用ケーブルに交換することで、改造することなくバランス接
続することが可能です。更にシルバーとレッドの2色から選べます。

REX-KEB01とREX-KEB01Fには、使用しているヘッドホンや
イヤホンをバランスタイプに改造することができる2.5Φのマイ
クロプラグと改造マニュアルを添付。
好きなヘッドホン・イヤホンをバランスタイプに変更することが
可能です。＜図1＞
※通常のヘッドホン・イヤホン（3.5Φミニプラグ）では接続することができ

ません。必ず2.5Φプラグを使用し交換する必要があります。
※改造にはニッパー・はんだ・はんだごて等が必要です。
※ケーブル改造に対する保証はありません。ケーブル改造については、それぞれ自己責任でおこなってください。

入力プラグの手前まで左右のケーブルが
分割されている

入力プラグの手前まで左右のケーブルが
束ねられている

＜図1＞

REX-KEB01F
REX-KEB01

REX-KEB01C/CR

REX-KEB01C2

直販サイト専売

直販サイト専売

直販サイト専売

直販サイト専売

直販サイト専売


