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グローバルスーパースター “BTS” とのコラボレーションが実現!!
完全ワイヤレスイヤホン 「Galaxy Buds+ BTS Edition」

好評につき、第二弾予約受付を開始
～Galaxy Harajuku では BTS 特設コーナーを期間限定で展開～
モバイル製品の世界的リーディングブランドである Galaxy は、業界最長クラスのバッテリーライフ、卓越したサウ
ンドクオリティ、コンパクトデザインでありながら利便性も向上させた完全ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds+」の、
グローバルスーパースター 『BTS』 とコラボレーションした特別モデル「Galaxy Buds+ BTS Edition」を発売いた
します。すでに、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB 会員限定で一次予約を受け付けていましたが、予想を上
回る好評につき、2020 年 7 月 9 日（木）より、BTS JAPAN OFFICIAL SHOP にて第二弾予約開始、
2020 年 8 月中旬以降発売開始いたします。
また、Galaxy 世界最大級のショーケース「Galaxy Harajuku」（東京都渋谷区）で 2020 年 7 月 9 日
（木）より、全国のタワーレコード各店及びタワーレコード オンラインで 2020 年 7 月 14 日（火）より、新たに
予約受付をスタートさせ、2020 年 8 月中旬以降に発売を開始いたします。さらに本コラボレーションを記念して、
「Galaxy Harajuku」では BTS 特設コーナーを 2020 年７月 15 日（水）から期間限定で設置いたします。
特設コーナーでは、Galaxy×BTS のコラボレーションモデルを実際に触って体験できます。

■2020 年 7 月 9 日（木）予約受付開始
・ BTS JAPAN OFFICIAL SHOP (午前 11 時～) https://bts-officialshop.jp/
・ Galaxy Harajuku (午前 12 時～) https://www.galaxymobile.jp/explore/experience/galaxy-harajuku/
■2020 年 7 月 14 日（火）予約受付開始
・ 全国のタワーレコード各店 (各店・開店時間～) https://tower.jp/store/
・ タワーレコードオンライン (午前 11 時～) https://tower.jp/galaxybts
※ 二次予約受付、発売日、および詳細については、https://www.galaxymobile.jp/galaxy-buds-plus/#bts-edition/をご参照ください。
※ 予約された方全員に、予約購入者限定特典（BTS オリジナルグッズ、詳細は各予約受付窓口までお問合せ下さい）をご用意しています。
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「Galaxy Buds+ BTS Edition」の特長は以下の通りです。
■業界最長クラスのロングバッテリーで、ノンストレスな音楽体験を
わずか一回の満充電で、追加充電をすることなくイヤホン単体で最大 11 時間の連続音楽再生が可能。ま
た付属の充電ケースを併用すれば、さらに 11 時間の再生ができ、最大で 22 時間という業界最長クラスのロ
ングバッテリーを実現しました。また急速充電機能も進化し、わずか 3 分間の充電で約 60 分の音楽再生が
可能となり※1、ストレスフリーなオーディオ体験をお楽しみいただけます。
■2way ダイナミックスピーカー搭載で、卓越したリスニング体験を
高音域の Tweeter と低音域の Woofer スピーカーを搭載した２way ダイナミックスピーカーを採用し、前モ
デルでも好評だったオーストリアの名門音響機器メーカー「AKG」のサウンドシグネチャーを今回も適用。より一
層パワフルな低音と明瞭な高音が響き渡り、ハイクオリティなオーディオ体験を堪能することができます。また、
「アンビエントサウンド機能」では、アンプを利用した新段階を搭載したことで、周囲の環境音を増幅させ、さら
に明瞭に取り込むことができるようになりました。オーディオの遅延を最小限に抑え、快適なゲームプレイを可能
とする「ゲームモード機能」も新たに採用され、エンターテイメントとの相性が更に向上しました。
■3 つのマイクで外部音を低減、業界最高クラスの通話・音声品質を実現
新たに搭載した３つのマイク（内部マイク・１、外部マイク・２）システムにより、音声通話中の外部ノイズを
低減。２つの外部マイクがノイズ信号と、口から発せられた音声信号をフィルタリングし、ノイズ状況を改善する
ビームフォーミングマイクとして機能し、３つ全てのマイクが複合的に機能することでノイズの少ない、高品質な
通話を実現します。
■充電ケースのバッテリー量が簡単にチェック可能に、Qi 規格準拠のワイヤレス充電にも新対応
「Galaxy Buds+ BTS Edition」では、コンパニオンアプリ「Galaxy Wearable」を通じてイヤホン単体のバ
ッテリー残量が確認できるほか、充電ケースの残量も確認できます。また、本モデルは Qi 対応となるためワイ
ヤレス充電※2 も利用可能に。また前モデルから引き続き、対応するスマートフォンからワイヤレスパワーシェア機
能を通じて充電することもできるので、いざというときも安心です。
■サイドタップ機能の追加や、iOS との互換性が可能となり、利便性も向上
実験的な機能を提供する「ラボ」※3 では、イヤホン側面をダブルタップすることで音量調節ができる新たなユー
ザーインターフェースの提供と、よりスムーズで直感的な操作が可能となりました。また、Spotify と連動し、イヤ
ホンを長押しするだけで Spotify のプレイリストの再生が可能に。さらに、ケースを開くだけで簡単にスマートフォ
ンや他のデバイスにポップアップ表示され、簡単にペアリングできる※4 ことに加え、同じ Galaxy アカウントでの使
用中であれば、タブレットやスマートウォッチ、パソコンなど他デバイスへの再ペアリングが不要に。自在にペアリン
グや切り替えができるので、接続面での利便性もアップ。その他、従来から利用可能な、Android 5.0 かつ
RAM 1.5GB 以上のスマートフォンやタブレットに加えて、本モデルは iPhone7 以降のモデル（iOS 10 以
上）でも接続可能です※5。
■ブラック×パープルを基調とした特別仕様のパッケージに BTS メンバーのカードも同梱
BTS のシンボルであるパープルカラーと BTS のロゴが特徴的な「Galaxy Buds+ BTS Edition」は、イヤホ
ン本体だけでなく、パープルのイヤホンケースや BTS メンバー全員のフォトカードも同梱したプレミアムな一台に
仕上がりました。また、イヤホンケースに内蔵されたチップにより、イヤホンケースを Galaxy のスマートフォンにか
ざすだけで BTS 特別仕様の壁紙ダウンロードや、アプリアイコンのデザインを変更できます。Galaxy のスマート
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フォン接続・充電時にはスマートフォンに BTS のアニメーションも登場し、BTS の世界をさらにお楽しみいただけ
ます。
＜製品画像＞

＜主な仕様＞
Galaxy Buds+ BTS Edition
カラー

Purple

サイズ

イヤホン：約 19.2（H）×約 17.5（W）×約 22.5（D）mm
充電ケース：約 26.5（H）×約 70.0（W）×約 38.8（D）mm

重量

イヤホン：約 6.3g ／充電ケース：約 39.6g

搭載センサー

加速度センサー、ホールセンサー、近接センサー

バッテリー
使用時間（BluetoothⓇ接続時）
接続
互換性
コーデック

本体：85mAh／充電ケース：270mAh
音楽再生：最大 11 時間（充電ケース使用で最大 22 時間）
BluetoothⓇv5.0
Android5.0 以上、1.5GB 以上（RAM）／
iOS10 以上（iPhone7 以降モデル）
AAC、SBC、Scalable Codec（Samsung 独自）

※1 イヤホンのバッテリー残量が 30%未満であることが条件となります。
※2 ワイヤレス充電の利用には、常温で Galaxy Buds+を充電器の中央に置く必要があります。
また当社製品以外の Qi 対応充電器の動作を保証するものではありません。
※3 コンパニオンアプリ「Galaxy Wearable」における実験的な機能を提供するメニューであり、提供される機能には変更が発生する可能性があります。
※4 事前に「Galaxy Wearable」アプリと「Smart Things」アプリをインストールする必要があります。
※5 iOS 専用アプリ「Samsung Galaxy Buds+」を利用することで、様々な機能を利用いただけます。
提供する機能については Galaxy 端末、その他 Android 端末と異なります。

■Galaxy Harajuku リニューアル！BTS 特設コーナーが期間限定で登場
Galaxy Harajuku の 1F・２F には、Galaxy と
BTS がコラボレーションした限定モデルを体験できる
特設コーナーを期間限定で設置いたします。
期間：2020 年 7 月 15 日（予定）より
※運営者の判断により、予告なく内容を変更・中止することもございます。
予めご了承ください。
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■Galaxy Harajuku施設概要
所在地 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目8-9
【営業時間短縮のお知らせ】
新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、現在営業時間を短縮しています。
営業時間 12：00～19：00 （通常時）営業時間 11：00～20：00
HP https://www.galaxymobile.jp/explore/experience/galaxy-harajuku/
[アクセス]
JR山手線：原宿駅 表参道口より徒歩7分
東京メトロ 千代田線・副都心線：明治神宮前〈原宿〉駅 5番出
口より徒歩3分
東京メトロ 千代田線・半蔵門線・銀座線：表参道駅 A2番出口
より徒歩9分

【画像素材について】
リリース関連画像は、
https://galaxy.gigapod.jp/f6d7de9fadc7906c9f76bd562b16c2323e4ca1ddc
よりダウンロード可能です。

●「Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。
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