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※本カタログに掲載されている各製品の在庫状況につきましては、販売店または当社ホームページ「製品情報」にてご確認ください。

このカタログの記載内容は2016年10月現在のものです。
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製造元：
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目2番22号 北浜中央ビル

販売元：
〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目3番12号 オンキヨー八重洲ビル

オンキヨーオーディオコールセンター TEL.050-3161-9555
平日10：00～18：00 土・日・祝日・会社休日を除きます

http://www.jp.onkyo.com/
公式ショッピングサイト  http://onkyodirect.jp/

オンキヨーグループは、
適正な表示を推進しています。

オンキヨー＆パイオニア株式会社

オンキヨー＆パイオニア マーケティングジャパン株式会社

http：//www.e-onkyo.com/

※掲載のジャケット写真は配信楽曲の一例です

ハイレゾ音源配信サイトe‒onkyo musicでは、ジャズ、クラシック、ロック他、あらゆるジャンルの楽曲を、96kHz/24bitや192kHz/24bit、

DSD2.8MHz/DSD5.6MHz/DSD11.2MHzといった高品質でダウンロード配信しています。CDの情報量をはるかに超える、これまで

聴いたこともないようなクオリティで、名盤、名演奏を存分にお愉しみいただけます。まるでその場で歌っているようなリアルなヴォーカルから、コ

ンサートホールで聴くようなダイナミックなフルオーケストラまで、あくまで原音に忠実なサウンドを是非ご体験ください。

e-onkyo musicは44.1kHz/24bitから192kHz/24bitまで、またDSD2.8MHz、5.6MHz、11.2MHzを取り扱っています。
ファイル形式はWAV（非圧縮）、FLAC（可逆圧縮）、DSFとなります。

写真提供：ユニバーサルミュージック合同会社、ワーナーミュージック・ジャパン（50音順）

■このカタログに掲載した製品には、期間1年の保証書を添付しています。性能部品保有期間は生産終了後8年間です。/価格はすべて希望小売価格です。/製品の出張修理をご依頼の際は、メーカー保
証期間中でも別途出張費が発生いたします。/AirPlay、iPad、iPhone、iPod、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPad Air、iPad miniは、Apple Inc.の商標で
す。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 「Made for iPod」、「Made for iPhone」、「Made for iPad」とは、それぞれiPod、iPhone、iPad専用に接続するよう
設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の
責任を負いません。この製品とiPod、iPhone、iPadを使用する際、ワイヤレス機能に影響する場合があります。AirPlayを利用するには、iOS 4.3.3以降を搭載したiPhone/iPod touch/iPad、OS X 
Mountain Lionを搭載したMac、iTunes 10.2.2以降を搭載したMac、PCが必要です。/Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。/BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録
商標です。/WindowsはMicrosoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。/ドルビー、Dolby、Dolby Atmos、AACおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの
商標です。/DTSとそのシンボルはDTS社の登録商標です。また、DTS:X、DTS-HD、DTS-HDMaster AudioおよびDTSロゴはDTS社の商標です。HDMI、HDMI ロゴおよびHigh‐Definition 
Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。Google、AndroidおよびAndroid ロゴ、Google Castは、Google Inc.の商標または登録商標です。/N-OMF、
Theater-Dimensionalは、オンキヨー株式会社の登録商標です。/その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。   正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。感電、故障などの原因となることがあります。
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Hi-Res Audio  ハイレゾリューションオーディオ

Visual  ビジュアル

小さな本格派登場。単品コンポクオリティをコンパクトに凝縮した2.1chシネマパッケージ

2.1chシネマパッケージ BASE-V60（B） オープン価格
リモコン（RC-934R）、測定用マイク、スピーカーケーブル（3ｍ）×3、
コルクスペーサー×12、フロントスピーカー用壁掛け金具一式×2付属、FMアンテナ付属　1セット梱包
●JAN:4573211151930

V6

高効率で高音質なClass Dアンプを採用し、入力段からパワーアンプ部まで信
号劣化の少ないデジタル伝送することで、薄型化とクオリティを両立させまし
た。さらに、オンキヨーの音質に対するこだわりを実現するためにエンジニアが
徹底的に試聴を繰り返しながら部品選定やチューニングを行いました。Class D
アンプの電源部にはオーディオ電源用として開発したオンキヨーカスタムコン
デンサーを採用し豊かな低域とボーカルのふくよかさを再現。ノイズ対策と音
質対策を両立させるため、パワーアンプ部と電源
部をトータルで自社設計するとともに、最適なフィ
ルターや６層のデジタルメイン基板の採用など
ノイズ対策も万全に行うなど、長年のノウハウを
注ぎ込み、単品オーディオクオリティを確保しつつ、
各チャンネル80Wのハイパワーを実現しています。

■単品コンポ譲り。Class Dアンプ採用の優れもの

Sound ＆ Quality  サウンド ＆ クオリティ

音が三次元空間上を縦横無尽に動き回り、まるでリスナーを全方向から包
み込むような臨場感で楽しめる話題のDolby AtmosとDTS:X。BASE-V60
は、ファームウェアのアップデート対応により、これらのフォーマットに対応
する安心設計です。
＊ファームウェアのアップデート時期は後日ホームページで告知いたします。
＊アップデート後にDolby Atmosを楽しむにはトップスピーカーもしくは
　ドルビー・イネーブルド・スピーカーの接続が必要です。

■話題の立体音響Dolby Atmos®とDTS:XTMにアップデート対応

リビングルームは、オーディオ専用の視聴室と違い様々な物が置かれてい
たり、形状や大きさもまちまちです。これらの環境の違いによって生じる音
のひずみがホームシアター再生にとって大敵でした。BASE-V60はオンキ
ヨーオリジナルのAccuEQ機能を搭載。付属の測定用マイクを使い、自動
的にスピーカーの数、音量レベルの調整、各ス
ピーカーの最適なクロスオーバー周波数、およ
び視聴位置からの距離を測定し、最適なセッ
ティングへ調整します。さらに、部屋の中の様々
な環境により生じる音のひずみを補正するの
で、クリアでバランスのよい音が楽しめます。 

■リビングも専用視聴室のような音場で

音質を左右するフロントスピーカーは、質の高いサウンドを再生できる本格
単品オーディオ仕様です。高音を再生するツィーターユニットは、人間の可聴
帯域上限とされる20kHzを大幅に超える80kHz近くまで再生できるため、
音の空気感や楽器の倍音成分といった微小な成分まで引き出し、クリアかつ
伸びやかなサウンドをお楽しみいただけます。また量感豊かな低音再生を
可能にする自社開発のN-OMF振動板を採用した、低域再生用ウーファー
ユニットを搭載。キャビネットも適度な固さでムラのない密度を持つMDF材
を使用。コンパクトなサイズにピュアオーディオの技術が息づいています。 

■小さな本格派

力強い低音を再生するためには、空気をしっかりと大きく振動させなけれ
ばなりません。そのため16cmという大型スピーカーユニットを搭載。さら
に振動板には「より硬く・軽く・固有音が少ない」という振動板の理想形を追
求して設計されたオンキヨー独自のOMF振動板を採用。大容量キャビネッ
トと、幾度もの試行錯誤により割り出した縦横比の矩形ダクトによるAERO 
ACOUSTIC DRIVE（エアロ・アコースティック・ドライブ）により45Hzという
低域まで再生することができます。 

■パンチの効いた重低音

リビングの薄型テレビ周りの空間をすっきり見せるのは、快適な住空間を
構築する上でとても重要なポイントです。一方でテレビラックのサイズや形
状が多岐に渡る上、様々なAV機器が設置されるため、テレビ周りをすっき
り見せるのは難しいものです。このためシネマシステムは音質はもちろん
のこと、設置性も重要なポイントになります。BASE-V60のAVレシーバー
部は、高さ7cm奥行き約32cmという、収納スペースの悩みを解決するス
リム設計。またフロントスピーカーは幅約10cm、奥行き約13cmというコ
ンパクトなセパレートタイプを採用。設置場所の自由度を確保し、あらゆる
リビング環境で高いポテンシャルを発揮します。 

■テレビ周りにすっきり置けるスリム設計

Slim Design＆Comfort  スリムデザイン ＆ 快適

ホームネットワーク内のネットワークHDDやPC上の音源再生のほか、対応
スマートフォンなどの音楽を無線で再生する ®無線技術や
radiko.jpやTune InといったインターネットラジオやGoogle Cast※、AirPlay
を無線で楽しめるWi-Fi機能を本体に内蔵しています。Wi-Fiは混信の
少ない2.4GHz/5GHzデュアルバンド方式を採用。ホームシアターとして
だけでなくリビングのオーディオシステムとしてお使いいただけます。
※Google Castは、後日アップデート対応となります。

■充実のネットワーク機能でリビングのオーディオはおまかせ

ユーザーインターフェースとしての機能を向上させ、使い勝手が良くなった
新コントロールアプリ「Onkyo　Controller」に対応。お手持ちのiPhoneや
Android OS搭載のスマートフォンからBASE-V60を操作することができます。

■スマートフォンから簡単操作

今、話題のハイレゾ音源はCDをはるかに超える情報量を持っており、まるでそ
の場で歌っているかのようなリアルなヴォーカルやコンサートホールで鑑賞して
いるようなダイナミックなフルオーケストラなど今まで聴いたことのないような
クオリティで音楽を楽しめます。BASE-V60は、DSD5.6MHz/2.8MHz、WAVや
FLAC192kHz/24bitなど様々なハイレゾ音源フォーマットに対応しています。

■CDを超えるクオリティを楽しむ

HDCP2.2に準拠した４K映像対応のHDMI端子を装備し、最新の４Kテ
レビとの組み合わせもお楽しみいただけます。また、通常のハイビジョン
画質を4Kグレード画質にするアップスケール機能や最新のUltra HDブ
ルーレイで採用された高画質技術HDRに対応しています。

■最新の４Kテレビを楽しむ

Other Features  その他機能
●別売りスピーカーを増設して5.1chにグレードアップが可能な6chアンプ搭載。

●テレビのリモコンで操作が出来る便利なRIHD（HDMI CEC）機能搭載。

●アナログプレーヤーが接続できるMMカートリッジ対応PHONO端子装備。

可聴帯域を超える超高域80kHzまで
鮮明に再生

適度な硬さでムラの無い密度を持つ
MDF材キャビネット

滑らかでスピード感ある中低域を再生

※オンキヨー＆パイオニア株式会社は、日本オーディオ協会のハイレ
ゾ定義に準拠した製品にこのロゴを冠して推奨しています。ロゴは
登録商標です。

キャビネット内に大きな空間を確保して
重低音再生を実現

しっかり低音を届かせるために
大型ユニットを前面に配置

独自開発のバスレフダクトで
低音を増強

※App StoreではiPhone版専用アプリ「Onkyo Controller」、
Google PlayではAndroid OS版「Onkyo Controller for Android」
が無償でダウンロードいただけます。 
※AVレシーバー部が無線LANルーターと接続されていることが必要です。

高さ7cmのスリ
ム設計で様々な
AVラックに収納
可能

スピーカーを内側
に向け、リスニング
ポイントにピンポイ
ントで音像を合わ
せるセッティング例

オリジナルカスタムコンデンサー

Bluetooth

撮影協力：マスターウォール 東京
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大型TVも安心のタフネス設計。手早く本格サウンドを実現するベース型スピーカー

サウンドベースシステム LS-T30(B) オープン価格

リモコン（RC-895S）、電源コード、ACアダプタ、φ3.5mmステレオミニケーブル、
光デジタルケーブル（1.5m）、耐震シート 付属
●JAN:T4961330038841

Bluetooth機能も搭載しているため、iPod touch/iPhone、Android端末

の音楽もワイヤレス再生が可能。テレビを視聴していないときにも、本格的な

音楽システムとしてお使いいただけます。

■Bluetoothで、テレビOFF時も手軽に音楽再生

低域から高域までバランスよく再生する「スタンダード」、音の移動感、重低音

を強化し、映画/ゲーム/スポーツにオススメの「サラウンド」、声を明瞭にし、

ニュース/トーク番組に最適の「ボイス」に加え、音楽鑑賞に適した「ステレオ」

を用意しました。DTS Studio Soundをベースに自社チューニングを施し、本

格スピーカーの表現力を最大限に高めています。

■利用シーンに合わせて選べる4つのサウンドモード

4K/大型TVと組み合わせても安心の、耐荷重60kgのタフネスボディを実

現。堅牢なスピーカーキャビネット（MDF）を台座にして、多くのTVの下に設置

できます。バータイプに比べて、キャビネット容積を効率よく確保し、手早く本

格的なサウンドを導入いただけます。

■耐荷重60kgのタフネスボディで、50型クラスの大型TVも安心

左右それぞれに、6.5cmユニットを2基ずつ搭載。本体下部のサブウーファー

には、単品シアターにも用いられる16cmの大口径ユニットを採用。すべて自

社設計の本格オーディオ仕様です。ま

た、両サイドには、量感とスピード感を

兼ね備えた低音増強の基幹技術で

あるスリット型バスレフダク

トを採用。まさに単品ス

ピーカーと呼べる

一台です。

■ユニットは、自社設計。単品スピーカー技術を凝縮

スタンダード ボイス

サラウンド ステレオ

LS -T 30
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●本機を設置する際、TVのリモコン受光部を遮らないようご注意下さい。

サウンドバーシステム SBT-200(B) オープン価格
リモコン(RC-876S)、ACアダプター、電源ケーブル、
光デジタルケーブル（1.2m）×1、スピーカースタンド×2付属   ■1セット1梱包
●JAN：T4961330038575

※Bluetoothバージョン2.1+EDR、対応プロファイル：A2DP1.2/ACRCP1.0
※OSのバージョンや機種により操作方法は異なる場合があります。

■ワイヤレス音声再生

〈NFCでワンタッチペアリング〉 〈Bluetoothで簡単ワイヤレス再生〉

ボリュームを急激に上げた際など、その変化にスピーカーが対応できずに音が

割れてしまうことがありますが、それを抑制するのがスマートアンプです。ス

ピーカーの振幅特性をモデル化

し、振幅範囲内を最も効率よく電

気的にコントロールすることで、ス

ピーカーに合った最適な駆動を実

現し、どんな場面でも快適なサウ

ンを再生します。またシーンやお

好みに合わせて4タイプのサウン

ドモードがお選びいただけます。

スマートフォンとのBluetooth接続

が、ワンタッチでできるNFC機能を

搭載しました。NFC対応のスマート

フォンやおサイフケータイ対応のス

マートフォンなどを本体のNFCマー

ク部 分にタッチするだけで 、

Bluetoothに簡単に接続可能です。

Bluetooth機能搭載で、スマートフォン等のデバイスに保存している音楽をワイヤ

レスでお楽しみいただけます。手元のデバイ

スで操作可能なので、音楽の再生や停止、ボ

リューム調整などの基本操作も簡単です。ま

た、便利なスタンバイ機能を搭載。本機の電

源スタンバイ時でも手元のデバイス操作で

本機の電源をONにし、音楽再生ができます。

モード名

シネマ 

ミュージック 

ニュース 

ダイレクト 

特長

映画視聴時に最適。低音・高音を強調し、迫力感のあるサウンドを再生。

音楽再生時に最適。低音から高音までバランスよく再生。

ニュースや教育番組に最適。人の声を明瞭に再生。

テレビ番組試聴時に最適。フラットな周波数特性でサウンドを再生。

■スマートアンプで快適サラウンド
SBT-200は、高さわずか73mmというコンパクトなボディながら、テレビの

音声、映画や音楽といった幅広いコンテンツもきちんと楽しめるサウンド再生を

実現しています。迫力ある音に重

要な低音は、左右各チャンネルに

モノコック構造のウーファーを2台

搭載し、量感と躍動感あるサウンド

を追求しました。それだけでなく、

スピーカーユニットの振動板材質

に合わせ最適な内部設計を施すこ

とで、クリアで伸びのあるサウンド

に仕上げています。セリフやヴォー

カル、ニュース番組など人の声を

明瞭に聞き取りやすくするため、

ツィーターも各チャンネルに1台

ずつ搭載し、クリアなサウンド再生

を実現しています。

■2ウェイ・スピーカー構成でテレビも音楽もクリアに再生

テレビもゲームも音楽も。あなたを夢中にさせるシンプルな1台

1▶本機とNFC対応デバイスの電源を入れる。
2▶NFC対応デバイスのNFC読み取りアプリを起動する。
3▶本機のPAIRINGボタンを押す。
4▶NFC対応デバイスを本機のNFCマークにかざす。

1▶INPUTボタンを押して、Bluetoothを選択する。
2▶Bluetooth対応機器側からBluetooth通信を開始する。
3▶Bluetooth対応機器の再生を開始する。

ペアリング方法 再生方法

※スマートフォンなどの「NFC/おサイフケータイ ®ロック」が設定されている場合は、ご利用の前に設定を
　解除してください。
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60KG耐荷重

400mm 370mm360mm

905mm

高さ95mm

スリットダクト

ステレオL/Rスピーカー

サブウーファーユニット

スリットダクト

3



※BASE-V60のフロントスピーカー/サブウーファー、LS-T30、SBT-200のスピーカーは非防磁仕様です。ブラウン管テレビの近くに設置すると、色ムラや雑音などが生じる場合があり
ますので離してご使用ください。また時計、キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気の影響を受けるものを近くに置かないでください。 

LS-T30

サウンド

アンプ部（音声）

Bluetooth部

総合

デジタル音声規格対応

サウンドモード

実用最大出力（JEITA）

周波数特性

通信システム

対応プロファイル

対応コーデック

消費電力 / 待機電力

最大外形寸法 / 質量

音声入力端子

使用スピーカー

ドルビーデジタル / AAC

シネマ、ミュージック、ニュース、ダイレクト

2ch×20W（6Ω、1kHz、2ch駆動時〈同時駆動〉）

80Hz～15kHz / +3dB -3dB（AUDIO IN、
サウンドモード：ダイレクト、サラウンド機能：オフ）

Bluetoothバージョン　2.1 +EDR

A2DP 1.2 / AVRCP 1.0

SBC

11W / 0.3W

幅940×高さ73×奥行き83mm / 2.4kg

デジタル×1（光）、
アナログ×1（ステレオミニジャック Φ3.5mm）

ウーファー 5.7cm×4、
ソフトドームツィーター2.5cm×2

ドルビーデジタル / AAC

スタンダード、サラウンド、ボイス、ステレオ

フルレンジ：2ch×12.5W、サブウーファー：25W

-

Bluetoothバージョン　2.1 +EDR

A2DP GAVDP

SBC

20W / 0.4W

幅905×高さ95×奥行き400mm / 10.4kg

デジタル×2（光1/同軸1）、
アナログ×1（ステレオミニジャック Φ3.5mm）

フロントL:フルレンジ 6.5cmコーン×2、
フロントR:フルレンジ 6.5cmコーン×2、

サブウーファー：16cmコーン

SBT-200

ドルビーTrueHD/DTS-HDマスターオーディオ/ドルビーデジタル/DTS/AAC
（Dolby Atmos/DTS:Xはファームウェアによるアップデート対応後）

DSD5.6MHｚ/2.8MHz、WAV192KHｚ/24bit、FLAC192KHｚ/24bit、Apple Lossless192KHz/24bit、AIFF192KHz/24bit

Theater-Dimensional、レイトナイト、AVシンク機能、ミュージックオプティマイザー、オプティマム・ゲイン・ボリューム

○

○

○

○（5GHｚ/2.4GHzデュアル）

○（ファームウェアによるアップデート対応）

○（AccuEQ）

○

入力×４、出力×１（3D映像伝送、ARCに対応）

デジタル2（光×1、同軸×1）、アナログ3（PHONO　1系統含む）

サブウーファープリアウト×1、スピーカー端子×6、ヘッドホン端子（フロント部）

LAN端子、FMアンテナ端子、USB端子（フロント部）※

80W/ch

10Hz～40kHｚ

80dB（LINE、IHF-A）

4～8Ω

60W/0.2W

ウーファー　 8cm N-OMFコーン
ツィーター　 2cm バランスドーム

16cm　OMFコーン/AERO ACOUSTIC DRIVE

70Hz～80kHｚ

45Hz～1kHz

AVレシーバー部：幅435×高さ70×奥行き325.5mm/4.0kg
フロントスピーカー部（1台）：幅102×高さ175×奥行き128mm/1.2kg
サブウーファー部：幅246×高さ307.5×奥行き314mm/7.3kg

サラウンド音声規格

再生対応音楽フォーマット（USB、有線LAN）

その他

4K/60pビデオ

HDCP2.2

4Kアップスケーリング

Wi-Fi接続対応

®無線技術

AirPlay対応

Google Cast対応

スピーカー設定自動最適化機能

HDMI端子

音声入力端子

音声出力端子

その他端子

アンプ部実用最大出力

アンプ部周波数特性

アンプ部SN比

アンプ部スピーカー適応インピーダンス

消費電力（電気用品安全法技術基準）/待機電力

フロントスピーカー部ユニット（1台当たり）

サブウーファー部ユニット/バスレフダクト構造

フロントスピーカー部周波数特性

サブウーファー部周波数特性

最大外形寸法
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BASE-V60

Bluetooth

※（１）本機ではUSBマスストレージクラス規格に対応しているUSBメモリーを使用できます。（２）USBメモリーのフォーマットはFAT16、FAT32に対応しています。（３）USBメモリーがパーテーションで区切
られている場合、本機では複数のUSBメモリーとして認識されます。（４）１フォルダにつき２００００曲まで、フォルダは１６階層まで対応しています。（５）本機はハブおよびハブ機能付きUSB機器に対応してい
ません。（６）著作権保護された音声ファイルは再生できません。（７）USBメモリーの使用に際して、データの損失や変更、USBメモリーの故障などが発生しても弊社は一切の責任を負いかねますので、あら
かじめご了承ください。

独自開発のスピーカーユニットCLUSTRON（クラストロン）ドライバーを採用したタワー型スピーカー。

BASE-V60フロントスピーカー部およびオプションサラウンドスピーカーD-109XMに対応。

本格的なサラウンド再生が身近になるスタイリッシュシリーズ。

BASE-V60は、オプションスピーカーを追加すれば、よりリアルなサラウンド再生を可能にする最大5.1chまでのホームシアターシステムに発展できます。

フロントスピーカーとして迫力あるサウンドが再生できるD-109XE、センタースピーカーとしてD-109XCを追加し、

本機のスピーカーをサラウンドchに使用すれば、本格的なサラウンドを存分にお楽しみいただけるリアル5.1chシステムへの発展も可能です。

2ウェイ・スピーカーシステム
D-109XE（B） ￥45,000（税別）/2台1組
■2台1梱包 ●JAN：（B）T4573211150346

センタースピーカーシステム
D-109XC（B） ￥16,000（税別）/１台
■1台1梱包 ●JAN：（B）T4573211150360

2ウェイ・スピーカーシステム
D-109XM（B） ￥11,000（税別）/１台
■1台1梱包 ●JAN：（B）T4573211150384

アンプ内蔵サブウーファーシステム
SL-T300（B） ￥28,300（税別）/１台
■1台1梱包 ●JAN：T4961330039862

D-109XC（B）

D-109XM（B） 

D-109XE（B）

SL-T300（B） 

D-109X Series

2ウェイ・スピーカーシステム
D-077E(B) オープン価格/2台1組 
スピーカーケーブル（8ｍ）×2付属■2台1梱包
■最大外形寸法：幅220×高さ1200×奥行き220ｍｍ■質量（1台）：3.０ｋｇ■定格インピーダンス6Ω
●JAN：（B）T4961330032115

センタースピーカーシステム
D-077C(B) オープン価格/1台 
スピーカーケーブル（3ｍ）×1付属■1台1梱包
■最大外形寸法：幅357×高さ63×奥行き70.5ｍｍ■質量（1台）：0.5ｋｇ■定格インピーダンス6Ω
●JAN：（B）T4961330032122

スピーカースタンド　
AS-85H(B) オープン価格/2台1組 
スピーカー取付用ネジ（1/4-20UNC×12mm×2本、M5×12ｍｍ×4本）付属
■最大外形寸法：幅250×高さ850×奥行き260ｍｍ■質量：3.０ｋｇ（1台）
●JAN：（B）T4961330036397

スピーカーブラケット  
TK-L70（W/B） ¥5,500/1台（税別）
■最大外形寸法：幅110×高さ140×奥行き110ｍｍ■質量：730ｇ（1台）
壁面/天井面取付け用のネジは壁面の材質によって推奨するネジの仕様が異なるため付属しておりません。
●JAN：（W）T4961330015880/（B）T4961330016061


