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ハイレゾオーディオの普及によって CD 以上の音質が手軽に楽しめるようになり、

またストリーミングオーディオという新たなリスニングスタイルも始まっています。

オンキヨーはこれまでにも、このような変化の節目に INTEC を世に送り出してきました。

デジタルが追い求めるアナログのぬくもりを様々な音源で再現するため、

それを誰もが普段から気軽に楽しめるよう、

70 年間の成果を余すところなく注ぎ込みました。

心を揺さぶる感動をお届けするために。

All New 
プレミアムな音楽が普段の生活に溶け込んでゆく。

再び、音楽の愉しさに心をゆだねてください。

拡
張
性

本  質

ロングライフ設計

INTEC

ネットワークレシーバー
R-N855（S） ¥88,000（税別)
リモコン（RC-952S）、FM室内アンテナ、電源コード付属
●JAN：4573211151756

CDプレーヤー  
C-755（S） ¥47,000（税別）
リモコン (RC-822S)、デジタルケーブル、RI ケーブル、電源コード付属
●JAN：4573211151664

2ウェイ・スピーカーシステム
D-212EXT（D）¥71,000（税別）/2台１組
グリルネット、スピーカーケーブル（モンスターケーブルXP1.8m）×2、コルクスペーサー×8付属  
■ 2台１梱包
●JAN：4573211152159
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デジタルパルス
出力

 

ベクトル発生器 積分器 反転トリガー 
発生器 

アナログ入力

■ デジタルアンプの利点を活かす「VL Digital」

スピーカーを意のままにドライブするというアンプ本

来の目的において有利な設計手法が、電力効率約

90％を誇るデジタルアンプです。（一般的なアナログ

アンプは最大でも 70％程度）。中でもアナログ信号の

波形レベルの増減をパルス幅の長短に置き換えて A/D

変換する「PWM（Pulse Width Modulation＝パルス

幅変調）」方式は、音色の変化の原因とされる可聴帯域

外ノイズを最小限に抑えられるため、音質面でも有利

とされています。しかしこの PWM方式でも、デジタル

回路特有のパルス性ノイズが音楽信号に混入するこ

とは避けられませんでした。この問題を解決するため

に、オンキヨーが PWM方式を進化させて開発した

アンプ技術が「VL Digital」です。パルス性ノイズが、

正負対称な波形であることに着目し、その波形を線で

はなく面でとらえて相殺する原理の積分変調方式を

採用。結果的にこのノイズに起因するエラーを抑え、

より正確なパルス幅変調方式を実現しています。

■ 安定した電源供給を実現、大型 EIトランス

信号に対して忠実に力強くスピーカーをドライブするた

めに、電源回路には大容量パーツを搭載しています。電源

トランスは低域の粘り強さに定評のあるEI型で、オンキ

ヨーカスタム品を採用。電荷を蓄えるコンデンサーには

10,000μFの大容量カスタム品を2基搭載しています。

目まぐるしく変化する音楽信号の動作環境に対する影響

に揺らぐことなく、常に各回路に安定して大容量の電力を

供給する電源回路です。また、基板を垂直にすることで

電源の直近に配置し、経路の最短化を図っています。

■ デジタル機器固有のノイズを抑制するVLSC

デジタル音声信号のD/A変換時に発生するパルス性ノイ

ズを抑制するために、通常はローパスフィルター（LPF）

と呼ばれる濾過回路が使用されます。しかしこの回路

では効果が不十分なためノイズが残留してしまいます。

オンキヨーは、このノイズ固有の正負対称の超高周波形

には追従せず、音楽波形のみに反応するフィルター回路

VLSC（Vector Linear Shaping Circuit）を独自の理論

で開発。これまで常識とされてきたLPFから脱却して

デジタルオーディオ技術の能力を最大限に引き出すこと

により、原音の本来持つ細やかな音声情報まで正確に引

き出し、クリアな音像を再現します。

■ 多彩なハイレゾフォーマットに対応

WAVや FLAC の192kHz/24bitはもちろん、高品質

フォーマットとして音楽ファンから評価の高いDSD

5.6MHz および11.2MHz のネイティブ再生にも対応し

ました。また、ネットワーク、USBのどちらでも再生が

可能です。INTECならばハイレゾ音源の実力を存分に

ご堪能いただけます。

■ 高精度なD/A変換を実現するDAC AK4490

AKM社製 32bit プレミアムDAC「VERITA」シリーズ

AK4490を採用。新開発の歪低減技術により業界最高

水準の低歪特性を実現し、音質劣化を極限まで低減

することで、明瞭な音の定位感と、見通しの良い空間

表現を実現。また、DAC用の電源には左右独立で音質

的に評判の高い、UTSJ のコンデンサーを2基採用しま

した。高い処理能力と音質に配慮した電源によりハイ

レゾ音源だけでなくCD のデジタル音源も高品位に

再生します。

■ 剛性の高いシャーシやパネル

基板や電源を設置するシャーシには、重要なパーツ群を

しっかりと受け止める為に、1.6mm厚の鋼板を用いて

強度を確保し、振動波の折り返しによる複雑な干渉を

避けるフラット形状を採用。フロントパネルには5mm厚

のアルミパネルやボリュームつまみにも制振性に優れた

アルミを採用することで筐体の剛性を高め、電源回路

の改良だけでは追い込めなかったカラーレーションの

排除を実現し、より純度の高い音色を再現します。

■ 外付けHDD（別売）のUSB接続に対応

MP3からハイレゾまで、HDDに保存されている大量の

音源を INTEC 品質で再生することが可能です。また、

Onkyo Controllerアプリを使用することで膨大なライブ

ラリの中からでもお好きな音源を手軽に検索、再生できる

ようになります。

※FAT32にフォーマットされている必要があります。

フォーマット

MP3

WMA

WAV

AIFF

AAC

FLAC

Apple Lossless

DSD

サンプリング周波数

44.1/48kHz

44.1/48kHz

44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz

44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz

44.1/48/88.2/96kHz

44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz

44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz

2.8/5.6/11.2MHz

ビット数/ビットレート

8-320kbps、VBR

5-320kbps、VBR

8/16/24bit

8/16/24bit

8-320kbps、VBR

8/16/24bit

16/24bit

1bit

■ 重厚さと柔らかさを兼ね備えたデザイン

INTECはアルミの素材が持つ質感を活かして、重厚な存在感と柔らかなニュアンスのデザインを採用しました。表示画面

の周りには5mm厚のアルミを切削加工によって彫の深い重厚さを、また、ボリューム周りには緩やかな曲面加工を施す

ことにより、柔らかな表情を生み出します。リビングの中心にふさわしい佇まいを目指して、品と質を表現しています。

■ 高剛性5mm厚フロントパネル

フロントパネルには、5mm厚のアルミを採用。筐体の剛性を高め、

振動による影響を抑制し、より純度の高い信号伝達を実現します。

■ 誰にでもやさしい直観操作を実現

普段の操作に必要なボタンを絞り込み、最低限のボタンとシンプルなレ

イアウトを実現しました。見た目のすっきり感だけでなく、誰にでも手軽な

簡単操作を提供します。例えば、 ®はダイレクトに選択できる

ようにしており、いまのリスニング事情に合わせた仕様になっています。

■ 最新のラジオ環境に対応

ネットワーク上の音源をWi-Fi ルーター経由でワイヤレス再生可能なWi-Fi 機能を内蔵しているので、Air Playや

Google Cast™ for Audio により、スマートフォン、タブレット、PC などに保存した楽曲をワイヤレスで再生す

ることができます。また、インターネットラジオをはじめ最新の Radiko Premiumにも対応しており、国内外

の放送局の番組をいつでも楽しむことができます。　

※Radiko Premiumは有料サービス。お客様ご自身での契約が必要です。

■ 直観的な操作を実現する Onkyo Controller

お手持ちの iPhone や Androidスマートフォンを、タッチパネルリモコンとしてお使いい

ただける、無償の専用アプリOnkyo Controllerに対応。音量調節や選曲といった基本

操作はもちろん、インターネットラジオの選曲や HDD内の楽曲選択も手元で行うことが

できます。また、スマートフォン内の楽曲をワイヤレスで再生することも可能です。

※App Store では iPhone 版「Onkyo Controller」、Google Play では Android OS 版「Onkyo Controller for Android」を、
無償でダウンロード頂けます。

■ 高品位 Phono入力

専用の MMフォノアンプを搭載していますので、アナログターンテーブルの接続が可能です。人気再燃のアナログ

レコードを良い音でお楽しみいただけます。

● 「e-onkyoダウンローダー」※でハイレゾが身近に
スマートフォンなどを使用して「e-onkyo music」のサイトから購入したハイレゾ音源を、PC等の端末を介さずに、

INTECに繋いだHDD（別売）に直接ダウンロードできる、まったく新しいソリューション、「e-onkyo ダウンローダー」

に対応しています。

■ ® でスマホの音楽も楽しめる

スマートフォンやタブレット端末内の音楽をワイヤレス再生できる   ® 機能を搭載。再生・停止やボ

リューム調整などの基本操作も再生端末から可能です。また、本機が電源スタンバイ時でも、端末の  ®

接続に連動して電源が入る  ® スタンバイ機能も搭載。使い勝手が良く、普段聴いているお気に入りの

音楽を INTECの高品位なサウンドでお楽しみ頂けます。

● HDDを繋いだまま音楽ファイルを手軽に移動※

INTECにUSB接続しているHDD（別売）をわざわざ繋ぎかえることなく、WindowsPC 内の音楽ファイルを

HDDへ移動することができます。

音へのこだわり やさしい佇まい

頼れる対応力

   R-N855

インターネット

モデム

http：//www.e-onkyo.com/

R-N855(S) 

R-N855(S) 

USB接続
ルーターPC

楽曲データ 楽曲データ

楽曲データ

ルーター

楽曲データ

USB接続
外付けHDD

AKM社製DAC AK4490VL Digital 概念図 R-N855 内部構造R-N855 回路基板

※ これらの機能は後日ファームウェアのアップデート対応となります。詳しくは当社ホームページでお知らせします。
※ これらの機能に関しては、上記のようなネットワーク環境が整っていることが必要です。
※ USB接続外付けHDDは別途、お買い求め頂く必要があります。

※e-Onkyo musicについては本カタログの裏面をご覧ください。

1 スマートフォンでハイレゾ音源を購入

2 INTECに繋いだHDDに
　 楽曲データをダウンロード

外付けHDD

楽曲データ

楽曲データ楽曲データ

■ 対応フォーマット
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Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth



このコピーはダミーです
このコピーはダミーです

DAC ベクトル発生器 積分器比較器

■ デジタル機器のノイズを抑制する「VLSC」

デジタル音声信号の D/A 変換時に発生するパルス性ノ

イズを抑制するために、一般的には LPF（ローパスフィ

ルター）と呼ばれる濾過回路が使用されます。しかし

この回路では効果が不十分なためノイズが残留してし

まいます。オンキヨーは、このノイズ固有の正負対称の

超高周波形には追従せず、音楽波形のみに反応する画

期的なフィルター回路VLSC（Vector Linear Shaping 

Circuit）を独自の理論で開発。これまで常識とされて

きた LPF から脱却してデジタルオーディオ技術のポテ

ンシャルを最大限に引き出すことにより、原音の本来持

つ細やかな音声情報まで正確に

引き出すことに成功しています。

■ 高性能 192kHz/24bit DAC AK4482

再生音の品位を左右するDACデバイスは、192kHz/24

bitの分解能を備えたAK4482を搭載。S/Nに優れており、

滑らかで繊細かつ精緻な音楽表現を可能にしています。

■ プレシジョンクロック

プレーヤー内のすべてのデジタル処理の同期を図る、

オーケストラの指揮者の様な役割を担う重要なクロッ

ク部。C-755には高精度±10PPM の「プレシジョン

クロック」を搭載（一般的なCDプレーヤーでは±50

PPM程度）。クロック精度が向上することで、フォーカス

がぴったり合った音像を描き出せることはもとより、

より自然な音場の再現を可能にしています。

■ 1.6mmフルフラットシャーシ

シャーシには1.6mm厚の鋼板を採用。フラットなシャーシ

形状とすることで、起伏による複雑な振動の折り返し波

の干渉を抑えています。

■ 明瞭かつ量感豊かな中低域のウーファー

スピーカーユニットは、試作とヒアリングを繰り返し

ながら最適な素材や組み合わせを追求。強靭で固有

ノイズが少ない不織布の5 層コットンをベースに、

防弾チョッキにも使用されるアラミド繊維をハイブリッ

ド成形し、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。また中央部には、周波数特性の

乱れを防ぎサウンドの滑らかさやスピード感をより

引き出すよう設計されたアルミ製イコライザーを装備。

不要な共振の発生を徹底して抑えるために、内部に空

洞を持たない削り出し材を使用しました。 ボイスコイル

に銅の純度が高い線材を選択し、ユニットのフレーム

部側面に開口部を設けることで空気抵抗から解放され

た自然な再生を実現。またボビン部分までも見直し、

従来よりも強度の高い素材を採用することで、より力

強い低域の再生能力を実現しています。さらに銅リング

によるひずみの抑制や、使用する接着剤にまでこだわり、

スピーカーシステム全体での完成度を高めました。

■ 高品位な信号伝送を可能にする出力端子

同軸デジタルおよび RCA 端子には伝送ロスを最小限に

抑えるために、金メッキを施しています。

■ 多彩なメディアに対応

AudioCD、CD-R、CD-RW、MP3（CD-R、CD-RW）

の再生に対応しています。

■ ランダム、リピート再生 

■ オートスタンバイ機能 

■ RI 端子   ■ ディマー

■ 音質を吟味したEIトランス

強力な電源供給能力によって安定した信号の送り出し

を可能にするオーディオグレードのEIトランスを搭載。

CDプレーヤーの微小信号も着実に伝送します。

■ 高剛性5mm厚フロントパネル

フロントパネルには、5mm厚のアルミを採用。高品位な

デザインを実現するとともに筐体の剛性を高め、振動によ

る影響を抑制し、より純度の高い信号伝達を実現します。

■ アドバンスド AERO ACOUSTIC DRIVE

コンパクトなキャビネットサイズのスピーカーの多くは

量感ある低音を再生するために、キャビネット内部で

発生した空気振動を外部へ放出するダクトを装備して

います（バスレフ構造）。しかしこの構造で一般的な円筒

ダクトでは、音のこもりの原因となる定在波の発生が

余儀なくされていました。D-212EXT には円筒ダクト

ではなく、幾度もの試行錯誤により割り出した縦横比の

ダクトによる AERO ACOUSTIC DRIVEを採用。さら

にダクト部をキャビネットと別パーツにするアドバン

スド仕様とすることで、不要な振動の干渉をさらに大幅

に抑制。量感とスピード感を兼ね備えた、聴き応えのある

低音再生に大きく貢献しています。

■ 高品位なMDFキャビネット

高い剛性と自然な響きで定評の MDF を使用した単品

クオリティのキャビネットです。

■ MONSTER CABLE 社製のケーブル付属

スピーカーケーブルは世界100ヶ国以上で高い実績を

誇るMONSTER CABLE社製の「XP」を付属。

音へのこだわり 音へのこだわり

    C-755 D-212EXT Specification

VLSC 概念図 C-755 内部構造 チタンコーティング・リングツィーターN-OMF ウーファーユニット アドバンスド AERO ACOUSTIC DRIVE イメージ

R-N855（S）背面

■定格出力：70W+70W(4Ω、JEITA)■実用最大出力：85W+85W（6Ω、JEITA）■周波数特性：5Hz～60kHz/+1dB、-3dB
（Direct）■S/N比：106dB(IHF-A、LINE IN、SP OUT)■トーンコントロール最大変化量：±6dB(100Hz(BASS))、±6dB(10kHz(TREBLE))
■消費電力：100W■ネットワークスタンバイ時消費電力：2.4W■待機時消費電力：0.1W■最大外形寸法：幅275×高さ87.7×奥
行283.2mm■質量：6.1kg■音声入力：アナログ×2、デジタル×2、Phono×1(MM)■音声出力：アナログ×1■ヘッドホン端子：1
■USB端子：2（前面1、背面1）
※USBメモリーのファイルシステムはFAT16およびFAT32に対応しています。

ネットワークレシーバー  R-N855（S）

■周波数特性：5Hz～20kHz■S/N比：105dB■全高調波歪：0.003%■消費電力：8W■待機時消費電力：0.2W■最大外形寸法：
幅275×高さ87.7×奥行283.2mm■質量：3.8kg■音声出力：アナログ×1、デジタル×1（同軸）

CDプレーヤー  C-755（S）

C-755（S）背面

D-212EXT背面■形式：2ウェイ・バスレフ型■定格インピーダンス：4Ω■最大入力：120W■定格感度レベル：
84dB/W/m■周波数特性：37Hz～100kHz■クロスオーバー周波数：2.5kHz■外形寸法：
幅188×高さ303×奥行297mm■質量：6.1kg■ウーファー：13cm（N-OMFコーン型×1）
■ツィーター：3cm（リング型×1）■スピーカー入力端子：金メッキ真鍮削り出しネジ式スピー
カーターミナル（バナナプラグ対応）

2ウェイ・スピーカーシステム  D-212EXT（D）

※D-212EXT(D)は防磁設計ではありません。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下さい。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。

■ 生々しい音色と空気感を再現するツィーター

分割振動に頼らざるを得なかった一般的なドーム型振動

板ではなく、リニアリティの高い高硬度チタンコーティン

グを施したリング型振動板を採用。振動板外端と内端の

中間点にボイスコイルを配置することで分割振動を大幅

に抑えました。その結果、従来のツィーターとは異なり

可聴帯域上限とされる 20kHz 近くまで分割振動に依存

せずに振幅し、最高100kHzまでの超広帯域再生を可能

にしています。高域に細やかなニュアンスが求められる

楽器の個性や空気感などの再現力に、その実力を存分に

感じ取っていただけるツィーターです。また振動板を

固定および保護するイコライザーには、幾度もの入念な

ヒアリングを通して設計された砲弾型を採用しています。

■ 相互干渉を避ける独立ネットワーク回路

ウーファー/ツィーターユニット間で信号が互いに干渉しない

よう、互いのネットワーク回路を分離するアイソレート・マウ

ント方式を採用。コンデンサーは音質面で有利なドイツ

WIMA社製を使用しています。また、それぞれのネットワーク

のグランドラインに電位差が生じない回路・実装技術を導

入し、微小な音声信号のマスキングをさらに抑制しています。
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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。/価格は全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。/iPad、iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、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。/Google、AndroidおよびAndroidロゴ、Google Play、Google Castは、
Google Inc.の商標または登録商標です。/DSDは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。/VLSC、DIDRC、VL Digital、OMF、A-OMF MONOCOQUE、N-OMF、RI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。/音楽や画像などの著作物は著作権法で保
護されています。音楽の録音・複製（データ形式の変換を含む）などは、お客様個人またはご家庭内で楽しむ目的でのみ行うことができます。デジタル録音機器の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。（お問い合わせ先：(社)私的録音補償金管理協会TEL03-3261-3444）
　　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。

インテックカタログ Vol.01

※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。

バリアフリーで広がる快適音楽空間“ラクラクキット”
オーディオ機器を目の不自由な方にやさしく使っていただけるよう、ラクラクキットの各種ツール（点字による
取扱説明書など）をご用意しております。対応機種などラクラクキットに関するお問い合わせは、オンキヨー
オーディオコールセンターまでご連絡ください。担当スタッフより折り返しご連絡をさしあげます。
インターネットでの情報は、“らくらく館”（http://www.jp.onkyo.com/rakuraku/）までどうぞ。

■出張セッティングサービスについて
本カタログ掲載製品について接続が困難なお客様には、弊社サービスマンによるご購入後の設置接続セットアップを有料にて承ります。
一部地域は訪問が難しい場合がございますので、詳しくは、コールセンターまでお問い合わせください。
オンキヨーオーディオコールセンター TEL.050-3161-9555  http://www.jp.onkyo.com/support/toiawase.htm 
※製品配達と同時の対応はできません。あらかじめご了承ください。※接続に必要なケーブル類はあらかじめご用意ください。※離島等遠隔地の場合は、航空機、船舶等の交通費
（実費）を加算させていただく場合がございます。※ご訪問までにお時間をいただく場合もございます。                             

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）

R

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/

INT01

オンキヨーグループは
適正な表示を推進しています。

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＆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

より高みを目指すなら。
A-Silk OMFウーファーユニットによる豊かな中低音

2ウェイ・スピーカーシステム
D-412EX  ¥120,000（税別）/2台１組
スピーカーケーブル（モンスターケーブルXP1.8m）×2、コルクスペーサー×8付属  
■ 2台1梱包
●JAN：T4961330027777

こだわりに応えるスピーカーバリエーション

2ウェイ・スピーカーシステム
D-TK10　オープン価格/2台1組
コルクスペーサー×8、保護カバー×2付属   
スピーカーケーブルおよびグリルネットは付属していません  ■ 2台1梱包
●JAN：T4961330020327

高峰楽器製作所とのコラボレーション。
月産50組限定、世界初のギターアコースティックスピーカー

TIME & STYLE撮影協力:


