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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2018年10月現在のものです。

Pure Audioコンポーネントカタログ 

Pure Audioコンポーネントカタログ

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。

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。/ 
Apple、AirPlay、AirPlayロゴ、iPad、iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iTunesおよびMacは、米国および他の国々で登録された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」とは、それぞれiPod、iPhone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。/DTS、そのシンボルおよびDTSとそのシンボルマークの組み合わせ、DTS Play-FiおよびDTS Play-Fiロゴは、米国および他の国々で登録されたDTS社の商標
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。/Google、Google Play 
Music、Chromecast built-inは、Google LLCの商標です。/SpotifyとそのシンボルはSpotify 社の登録商標です。/A-OMF MONOCOQUE、OMF、VLSC、RI、DIDRC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。/ このカタログに掲載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。/ 写真の製品の色は、印刷により、実際の色とは異なって見える場合があります。
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■出張セッティングサービスについて

R

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。                             

オンキヨーグループは、
適正な表示を推進しています。

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）

駆動方式
回転数
ワウ・フラッター
SN 比
ターンテーブル
モーター
起動トルク

形式
アーム有効長
オーバーハング
トラッキングエラー角
針圧可変範囲
適合カートリッジ質量
(ヘッドシェルを含む)

CP-1050(D)　

マニュアルレコードプレーヤー

Feature & Interface ダイレクトドライブ
33 1/3rpm、45rpm
0.15％以下
60dB以上
アルミダイキャスト製 直径305mm
ブラシレスDCモーター
1.0kgf-cm 以上

スタティックバランス  S字型トーンアーム
230mm
15mm
3度以内
0～4g

15～20.0g

タ
ー
ン
テ
ー
ブ
ル
部

ト
ー
ン
ア
ー
ム
部

形式
負荷抵抗
出力電圧
針圧
交換針
カートリッジ質量
ヘッドシェル質量

MM 型
47kΩ
2.5mV ±3dB
3.5g ±0.5g
DN-105ST
5.0g
10g

(

O
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1
0
5)

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
部

電源
消費電力
寸法
質量

AC 100 V、50/60Hz
4W
幅450×高さ158×奥行367.5mm
8.6kg

総
　
合

VC-GX30（W）

OPTION
Google アシスタント搭載スマートスピーカー

オープン価格

VC-GX30（B）
JAN：4573211153477  JAN：4573211153484  

Smart Speaker G3
G3に声で呼びかけることで※Chromecast built-in 搭載の
ネットワーク対応製品からGoogle Play Music や
Spotify、TuneIn などの音楽配信サービスの再生が可能です。

※スマートスピーカー G3から声でChromecast built-in搭載のネットワーク対応製品を
操作するには、ネットワーク対応製品がスマートスピーカーG3と同一のネットワークに接続
されていることが必要です。またスマートスピーカーG3で声により操作できることは、
Google Play Music などの音楽配信サービスの再生、停止、ボリュームのアップダウンです。

built-in
アシスタント

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/

製造元：
〒130-0015 東京都墨田区横網1丁目10番5号

販売元：
〒130-0015 東京都墨田区横網1丁目10番5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
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Pre-Main Ampli�er  A-9070

ステレオプリメインアンプ 
A-9070（S） ¥168,000（税別）
リモコン（RC-830S）、ACインレット極太電源ケーブル（2m）付属

●JAN：T4961330034768

在庫僅少

先進回路DIDRCやAWRATをはじめ
リファレンスHi-Fiシリーズの仕様を継承した新スタンダードモデル

高周波での歪みが可聴帯域の音質に悪影響を与える DIDRCにより高周波での歪みを低減

■動的ノイズを大幅に削減するDIDRC回路搭載 

新開発回路DIDRC(Dynamic Intermodulation

Distortion Reduction Circuitry)を増幅段や

バッファー回路に搭載。動的ノイズの大幅な低減を実

現し、より細やかなニュ

アンスまで再生します。

■パワーアンプ回路における先進的思想AWRAT

AWRAT（Advanced Wide Range Amplifier Technology）はパワ－アンプ回

路に対するオンキヨーの先進的な設計思想です。DIDRCに加えて、次の技術から

成り立っています。

□低NFB回路設計

一般的なアンプ回路では歪率や周波数特性などスペック改善を図るために、NFB

（Negative Feed Back）回路への依存を図りますが、過度の依存に対しては、再

生されるサウンドのクオリティを損なう要因になるというデメリットもあります。

A-9070にはアンプの地力ともいえるスピーカードライブ能力向上のために、NFB

回路への依存を最小限に抑えて裸特性の改善に着目したパワーアンプ回路を搭載

しています。

□グランド電位を安定させる閉ループ回路

音声信号のように複雑で急激に変化する信号が入力されると、アンプ自身が音声信

号の大きさの表現の基準となるグランド電位を変動させます。そして、この変動が

微小な音声情報の再現を阻害します。そこで全ての回路網を閉ループ化して個別

に電源にリンクさせることで、グランド内で電流が流れることを防止。結果的にグラ

ンド電位の変動を大幅に抑えています。

□瞬時電流供給能力の向上

アンプが音声信号を出力するとき、スピーカーはアンプの駆動方向とは逆向きのエ

ネルギーを蓄積してしまいます。この蓄積を取り除くには、瞬時に高い電流が供給

できる能力（HICC）をアンプ回路に持たせる必要があります。A-9070では100

アンペアにも到達するほどのHICCによりこのエネルギーを取り除き、スピーカー

内でのそれまでのエネルギー蓄積に左右させることなく、よりピュアな音声信号を

スピーカーに送ることができます。

□左右対称ツインモノラル構造

ヒートシンクと回路基板をL/Rチャンネルごとに左右対称に配置。各チャンネルは

電気的/構造的に等しくなり、信号経路の最適化も図られるため、両チャンネル間で

の誤差を最小限に抑えます。

■さまざまな用途に応える多彩なモード 

通常のプリメインアンプとして使用するNORMALモード、パワーアンプとして

使用するMAINモード、プリアンプとして使用するPREモードに加え、SPLITモ

ードを搭載。プリアンプ部とパワーアンプ部を分離して使用することが可能になる

ため、プリアンプ部で処理した信号をいったん外部出力し、グラフィックイコライザ

ーなど外部機器を経由したのちにその信号を再度入力し、パワーアンプで増幅して

スピーカー出力が可能。1台のオーディオ機器をさながら2台あるかのように使用で

きる便利なモードです。

その他の仕様■厳選したパーツを幾度もの試聴と検証を経てレイアウトしたデ

ィスクリート構成アンプ回路■トーン回路をバイパスすることで信号経路を短

縮し、よりピュアなサウンドを再生できるダイレクトモード■トーンコントロール

（BASS/TREBLE）■バランスコントロール(BALANCE)■スピーカー出力切り

換え機能（OFF/A/B/A＋B）※■オンキヨー製プレーヤーなどの主要操作が付属リ

モコンで可能なRI対応

■基板の振動を防ぐブリッジマウンティング方式 

内部の各基板の装着は、一般的なオーディオ機器のようにボトムシャーシにではなく、

両サイドフレーム間をブリッジする支柱に取り付けるブリッジマウンティング方式を

採用。筐体底面から内部の基板への不要な振動の影響を大幅に抑制します。

■DIDRC回路搭載

PHONOイコライザー/ヘッドホンアンプ 

MM/MCカートリッジ対応PHONOイコライザー

とヘッドホンアンプにも、高品位回路DIDRCを

搭載。アナログファンにもヘッドホンファンにも

うれしい仕様です。

■より高品位な信号伝送を可能にする端子群 

RCA端子は伝送ロスを最小限に抑えるために、金メッキを施した削り出した素材を

採用し、PHONO端子についてはコネクター径の太いケーブルも接続できるよう端

子間ピッチを拡大しました。またスピーカーターミナルには芯径4mmまでの極太

ケーブルやバナナプラグも接続で

きるネジ式を採用しています（金メ

ッキ仕様）。なお電源部にはIEC規格

のACインレットを装備。音色のお

好みに合わせて付属ケーブルから

市販ケーブルへの交換も可能です。

■パラレルプッシュプル構成3段インバーテッドダーリントン回路 

スペック向上には貢献するものの実働時の音質阻害の要因になると言われている

NFB（Negative Feed Back）を徹底的に抑えて、電圧の超安定化を図る3段

インバーテッドダーリントン回路。過渡応答特性の大幅な改善が実現するこの回

路を、パワーアンプ回路の増幅段に搭載しています。一般的には発振しやすく取

り扱いが難しい回路ですが、オンキヨー独自のHi-Fi技術を駆使することで搭載

を可能にしました。また各チャンネルに対して2基のトランジスターを使用した

パラレルプッシュプル構成を用いることにより、スピーカードライブ能力をさらに

向上させています。

PHONOイコライザー

■小音量でも豊かなサウンド、オプティマム・ゲイン・ボリューム

音量調節を行うボリューム回路には、電子式の高精度ラダー抵抗切り換えによるオ

プティマム・ゲイン・ボリュームを採用。マイコンによる電子制御式の特長を活か

し、ゲインが不足する領域のみ前段の増幅部を経由させ、小音量時には不必要に増

幅してそれ以上に減衰させるという不合理の解消にも成功しています。また、原理

的に左右チャンネルの連動誤差も発生せず、音声回路中に接点を有しないため経年

劣化による接触不良の心配もありません。さらに、快適な操作フィーリングにも配

慮した設計となっています。

■高品位ウォルフソン製DACを2基搭載 

光デジタル端子からは96kHz/24bitまでの、デジタル同軸端子からは、

192kHz/24bitまでの2ch PCM信号の入力に対応。D/A変換部に音質面でも定

評あるウォルフソン製192kHz/24bitステレオDACデバイス（WM8742）を

L/Rチャンネル個別に2基搭載。贅沢にもチャンネルあたり2回路を差動動作と

することで、高調波歪の低減のほか、SN比やチャンネルセパレーションの向上

を図っています。

■強力な電源回路 

スピーカーを力強くドライブするために必

要なHICCを高水準で確保するために、

電源回路に大容量パーツを搭載。電源ト

ランスは大型EIタイプを、電荷を蓄える

電解コンデンサーには15,000μFクラ

スを4基搭載。目まぐるしく変化する音

楽信号による動作環境の変動にも揺らぐ

ことなく、各回路へ常に安定して大容量

の電力を供給する強力な仕様です。

※安全のためPSEマークが付いた

電源ケーブルをご使用ください。

※ABいずれかの端子への接続には4～16Ωのスピーカーに対応しますが、AB両端子に同時接続される場合は
8～16Ωのスピーカーをご使用ください。
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ステレオプリメインアンプ
A-9150（S） ¥62,000（税別）  
リモコン（RC-959S）、ACインレット極太電源ケーブル（2m）付属 ●JAN：4573211152951

新開発のDiscrete SpectraModule、専用設計MM/MC対応フォノイコライザーを搭載 
ハイレゾからアナログまでリアルな音場を再現するプリメインアンプ

欧州で高い評価を得た前モデルをさらにブラッシュアップ。
豊かな音楽性を追求したスタンダードモデル

■ ハイエンドクラスの動特性を実現する新開発Discrete SpectraModule

Onkyoブランド長年の動特性

の追究により誕生した、500V/

μsecを超えるスルーレートと

メガヘルツ帯域までフラットな

リニアリティを実現したディスク

リート構成のアンプモジュール、

Discrete SpectraModuleを

メインアンプの増幅段に搭載。

澄みわたる音場感や瑞々しい音像感と共に、演奏のニュアンスや楽器の音色(ねいろ)、

響きや余韻までもリアルに再現することで音源に込められた熱気までお伝えします。

その他の仕様 ■ボリュームツマミを強化し不要な振動を抑えることで、クリ
アな音質を実現■独自開発の低音増強技術Phase Matching Bass Boostを搭
載。ヴォーカルが曇らない、豊かな低域とクリアな中高域の両立を実現■小音量で
も豊かなサウンド、オプティマムゲイン・ボリューム■トーン回路をバイパスするこ
とで信号経路を短縮し、よりピュアなサウンドを再生できるダイレクトモード
■トーンコントロール（BASS/TREBLE）■バランスコントロール(BALANCE)
■スピーカー出力切り換え機能（A/B/A＋B）※■オンキヨー製プレーヤーなどの
主要操作が付属リモコンで可能なRI対応■Power Amp.モード「Main in」搭載
※ABいずれかの端子への接続には4～16Ωのスピーカーに対応しますが、AB両端子に同時接

続される場合は8～16Ωのスピーカーをご使用ください。

■高品位な信号伝達を可能にする端子群

RCA端子は伝送ロスを抑えるために、金メッキ仕様を採用。スピーカーターミナ

ルには金メッキ仕様、バナナプラグにも接続出来るネジ式を採用しています。

電源部にはIEC規格のACインレットを装備。音色のお好みに合わせて付属ケー

ブルから市販ケーブルへの交換も可能です。

※安全のためPSEマークが付いた電源ケーブルをご利用ください。

■1.6mm厚のフラットシャーシをはじめとするこだわりの筐体構造

音質に悪影響を及ぼす高調波振動を抑制するため、凹凸のないフラットシャーシを

採用。厚さ1.6mmの鋼板を使用し、きわめて高い剛性を確保しています。フロ

ントパネルやボリュームつまみにも制振性に優れたアルミ素材を選択するなど、

電気回路の改良のみでは追い込むことのできなかったカラーレーションの排除

を押し進め、よりピュアな音色を再現します。

■高性能768kHz/32bit DAC及びDIDRCフィルター搭載

A-9150にはデジタル入力（光2系統、同軸2系統）を

装備。DACには高性能768kHz/32bitデバイスを搭

載。音楽情報を漏らさずアナログ信号に変換し、音源

の魅力を存分に引き出します（192kHz/24bit対

応）。加えてDA変換後に発生する高周波ノイズを除

去し、また従来のローパスフィルターでは対応できな

かった可聴帯域外からの混変調ノイズを根本的に抑制するOnkyo独自開発のフィ

ルター回路、DIDRCフィルターを搭載。音の「かたさ、デジタル臭さ」につながるデ

ジタル音源特有のノイズから解放された、滑らかで豊かな音楽再生を実現します。

■ MM/MCカートリッジ対応、独立専用基板のフォノイコライザーを採用

MM/MC両カートリッジに対応した、独立専用設計基板のフォノイコライザーを

搭載。MC部は幾度もの試聴を経て選別されたディスクリート構成のヘッドアン

プを採用。さらに、MM/MCの切り替えスイッチをプッシュ式ではなくリレー式

とし、基板上の経路を短縮化しループを

閉じてそれぞれの回路でそれぞれ別々

にアースをとる（閉ループ化）ことで、繊

細なアナログ信号をより純粋に増幅する

ことが可能になりました。名盤のポテン

シャルを余す所なく再現します。

■ 電源強化によってパワーリニアリティを向上、
安定感のある音楽再生を実現

パワーアンプ部はトランス巻線の強化やバスバー等を採用して電源を強化し、

随時変動するスピーカーインピーダンスに対しパワーリニアリティを向上する事

で高いドライブ力を実現。電源部には大容量のEI型トランスや、カスタム設計の

10,000μF電解コンデンサー2基を搭載。電源コンデンサーからパワートラン

ジスタまでを銅箔パターンではなく、銅バスプレートで接続することにより、低

インピーダンスで強力な電源回路を実現しています。また、熱容量が大きく、熱的

変化にも強いアルミ押し出し

タイプの大型ヒートシンクを

採用。安定した動作には欠か

せない放熱への対処も徹底し

ました。これらのこだわり

が、安定した動作環境を生み

出し、音楽情報の細やかなニ

ュアンスまで描き出す、ハイ

レベルなスピーカードライブ

能力に結びついています。

ステレオプリメインアンプ
A-9110（S） ¥42,000（税別）  
リモコン（RC-968S）付属 ●JAN：4573211153934

■ スタンダードモデルに相応しい豊かな音楽性

A-9110は欧州の権威あるオーディオ誌「What Hi-Fi?」にて3年連続で年間
アワードを獲得した前モデルを更にブラッシュアップさせることで、広いサウンド
ステージと音楽のダイナミズムを引き出し、音源の持つ魅力を音楽性豊かに再現
します。物量の投入が限られるエントリーモデルながらも、入念なサウンド
チューニングを施すことで、あらゆるスピーカーとの接続時においても音楽を
心地よく楽しむことができます。

■ 独自開発の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載

一般的な低音増強回路であるラウドネス機能では、ヴォーカルなどの帯域で
位相ズレが発生し、増強された低域に中域が埋もれてしまうことで、明瞭さ
が薄れてしまうという現象が発生していました。オンキヨーの独自技術
「Phase Matching Bass Boost」では夜間の小音量再生時に聴感上不足し
がちな帯域を補いながらも、ヴォーカルを曇らせることなく豊かで滑らかな
低域とクリアな中高域の両立を実現しています。

■ 更なる経路の最短化を実現したダイレクトモード

トーンコントロールやPhase Matching Bass Boost回路を経由しないダイレ
クトモードを搭載。A-9110では前モデルから再度信号経路の見直しを行い、
更なる経路の最短化を図りました。これによりCDやレコードなどに収録された
ソース本来のディテールを、よりご堪能いただけます。

■ 視認性に優れた新デザインINPUTディスプレイ

現在選択されている入力を示すINPUT表示には、新たに視認性に優れたLEDディス
プレイ表示を採用。従来の本体前面部へのシルク印刷での表記に比べ、視認性が
向上するだけでなく、アンプとしての佇まいも、無駄を排したシンプルで現代的な
ミニマルデザインへと進化し、製品が本来
持つ機械的な美しさを、より引き出します。

■ クラスを超えたハイグレードパーツを随所に搭載

A-9110はエントリーモデルながらも、音質に大きな影響を与える重要な箇所
には随所にハイグレードパーツを惜しみなく投入しています。オンキヨープリ
メインアンプのフィロソフィーの1つであるハイカレント設計を実現するため
に、メインコンデンサーにはカスタム設計された8,200μFのコンデンサーを
2基搭載し、大容量・高出力EIトランスの採用と相まって、めまぐるしく変化
する音声信号に対しても揺らぐことの無い電源容量を確保し、各回路の安定
動作を実現しています。また、カップ
リングコンデンサーには音質に定評の
あるNichicon社製Fine Goldを前モデ
ルの2倍以上の箇所に採用するなど、
サウンドエンジニアが徹底した試聴を
繰り返すことにより、パーツの1点1点を
選び抜きました。

■ 1.6mm厚の高剛性シャーシ

シャーシには底面からの振動によるノイズの影響を排除し、重量系パーツをしっ

かりと支えるため、前モデルの約1.3倍の厚さとなる、1.6mm厚の高剛性シャーシ

を採用することで、極めて高い剛性を確保しています。これにより特定周波数

の共振によるカラーレーションの排除や、機械的および電磁的干渉を抑制。

ヴォーカルやストリングスの消え行く余韻や空間の拡がりなどの微細な音声

信号や楽器の細かなニュアンスまで、不要共振によるノイズに埋もれさせない、

フォーカスの合ったクリアで力強いサウンドを実現します。

 

■ 高純度な信号伝送を実現するスピーカーターミナル

アンプからの音声信号の最終的な出口であり、信頼性と
高いコネクタビリティが要求されるスピーカー端子には、
4mmのバナナプラグを接続できる非磁性体の端子を採
用。一般的なメッキ処理を行ったスピーカー端子に比べ、
外来ノイズの影響を受けにくく、信号を高純度でスピーカ
ーへ伝送します。さらに接続部にはクリアタイプの高品位
ターミナルを採用し、接続の信頼性を高めています。

その他の仕様■小音量でも豊かなサウンド表現を可能にする「オプティマム・
ゲイン・ボリューム」採用■ヘッドホン端子搭載■高性能フォノイコライザー
(MMカートリッジ対応)搭載■トーンコントロール(BASS/TREBLE)機能
■バランスコントロール(BALANCE)機能■アンプ内蔵サブウーファー(別売)
の接続が可能なサブウーファープリアウトを装備■オンキヨー製プレーヤーな
どの主要操作が付属リモコンで可能なRI端子搭載■オートスタンバイ機能搭載

Pre-Main Ampli�er   A-9150 Pre-Main Ampli�er   A-9110



外付けUSB HDDに対応し、手軽にハイレゾ音源を楽しめるベーシックモデル

DAC ベクトル
発生器

積分器比較器

■ デジタル機器固有のノイズを大幅に抑制する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、音楽波形に反応する
画期的なフィルター回路「VLSC 」（Vector Linear Shaping Circuitry：ブイ・
エル・エス・シー）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で、原音の本来持つ細やか
な音声情報まで正確に再生することができます。

■ 高性能DACデバイス“AK4452”を搭載

音質に定評のある旭化成エレクトロニクス社製DACデバイス“AK4452”を
搭載しており、384kHz/32bit対応とともに、その高い分解能により、滑らかで
繊細な音楽表現を可能にします。

■ 音源に合わせて3つのモードが選択できるデジタルフィルター搭載

「SHARP」「SLOW」「SHORT」の3つのモードを持つ、デジタル信号の応答特性
を改善するデジタルフィルターにより、お好みに合わせてフィルターを切り替え
ることで、音の違いを楽しむことができます。

■ 振動を抑制するアルミフロントパネルとフラットシャーシ

制振性を高めるため、フロントパネルに剛性の高いアルミ材を使用しています。
また、シャーシの起伏による複雑な共振を抑制するフラット形状の鋼板により、
振動を抑制しています。

Network Audio Player   NS-6130

ネットワークオーディオプレーヤー
NS-6130(S)　¥59,000円（税別)
リモコン、RCAステレオピンケーブル、ACインレット電源ケーブル付属
●JAN：4573211151237

NS-6130(S) リアパネル
NS-6170(S) リアパネル

65

Network Audio Player   NS-6170

高音質技術を投入した、楽器の倍音や音色までみずみずしく再現する上位モデル

音楽を多彩に楽しめるNS-6170、NS-6130のさまざまな機能

■ DAC回路専用電源にハイグレードコンデンサを左右独立で2基ずつ搭載
DAC基板には、オーディオ用ハイグレードコンデンサをLR各チャンネルに独立し
て、2基ずつ搭載しており、繊細で自然な倍音感を得ることができます。

■ 電源トランスに、クリアで力強い音の再生を実現する
　 LR独立専用巻線を採用したEIトランスを搭載

人間の聴覚が認識する可聴帯域外のノイズを低減するとともに、LR独立専用巻線の
採用により、チャンネルの分離度を高めることができるEIトランスを搭載しました。
躍動感とともに、ハイレゾ音源の精緻さを表現できるクリアで力強い音を再生します。

ネットワークオーディオプレーヤー
NS-6170(S)　¥105,000円（税別)
リモコン、RCAステレオピンケーブル、ACインレット極太電源ケーブル付属
●JAN：4573211151206

■ PCレスによるハイレゾ音源配信サイト「e-onkyo music」からの
　 ハイレゾファイルの購入・ダウンロードを実現※

オンキヨーは、PCを使わずに、スマートフォン・タブレットなどから「e-onkyo 
music」で購入した楽曲を、ご家庭内のネットワークに接続しているネットワーク
オーディオプレーヤー(NAP)「NS-6170」、または「NS-6130」の外付けHDD
（別売）へ直接ダウンロードできる「e-onkyo ダウンローダー」機能を開発。
ハイレゾ音源の購入から保存・再生までの面倒な手間がなくなり、手軽にお気
に入りの音楽を楽しめるようになります。

ご家庭内のネットワーク上にあるPCから、NAPにUSB接続している外付けHDD※

へファイルを移動することが可能になります。お気に入りの曲を手軽に整理でき、
ハイレゾリューションファイルから圧縮音源まで多彩な音楽ファイル再生に対応
しているため、ミュージックライブラリーを構築して気軽に楽曲再生を楽しめます。
※ファームウェアを最新バージョンに更新してご利用ください。詳しくは当社ホームページを
ご覧ください。

※HDDへの書き込みには、本体でのフォーマットが必要になります。

■ 有線ネットワーク、USBでDSD11.2MHzまでハイレゾ再生
WAV/FLACの192kHz/24bitファイルの再生はもちろん、DSDの11.2MHzまでの
ネイティブ再生にも対応。外付けUSB HDDや有線ネットワーク上のNASに保存さ
れたファイルの再生が可能です。また本機に搭載されたUSB端子（フロント・リアに
各1）からUSBフラッシュメモリに保存されたMP3/WMAなどの
音源やFLAC/WAV/DSDなどのハイレゾ音源も再生可能です。
※FLAC/ALAC/WAVで同一サンプリングレートの場合にギャップレス再生に対応します。
＊再生環境や音源(ファイル)によってはギャップレス再生ができない場合があります。
※USBポートはDSD 11.2MHz、WAV・FLAC192kHz/24bitまでのファイル再生ができます。
※再生可能な音楽フォーマットについては、当社ホームページをご参照ください。
※対応サンプリングレート88.2kHz以上およびDSDは、無線LAN経由での再生には対応していません。

■ スマートフォンを使って多彩な音楽を楽しめる「Chromecast built-in」と
インターネットラジオに対応

お手持ちのスマートフォンやPCにインストールした対応の音楽アプリから簡単操作で
手軽に音楽を楽しめる「Chromecast built-in」とともに、話題の音楽ストリーミング
サービス「Spotify」や「Deezer HiFi」、インターネットラジオ「radiko.jp」や世界中
のラジオを楽しむことができる「TuneIn」に対応。リスニングスタイルに合わせて、
お好みの放送局を選ぶことで、さまざまな楽曲を手軽に楽しめます。
※ファームウェアを最新バージョンに更新してご利用ください。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

■ スマートフォンなどから手軽に操作できる新コントロールアプリ                  
「Onkyo Controller」に対応

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」に対応しており、外付けHDDや
NAS、スマートフォンなどに保存しているお好みの楽曲を手軽に楽しめます。
※専用アプリ「Onkyo Controller」およびファームウェアは最新の状態にしてください。

■ USB接続の外付けハードディスク(HDD)対応で
    簡単ハイレゾリューション再生

リアのUSB TypeA端子が大容量の外付けハードディスク(HDD)の接続※に
対応しているので、USBケーブル1本で接続するだけでHDD内 のハイレゾリュー
ションファイルから圧縮音源まで多彩な音楽ファイルの再生ができます。
※FATフォーマットされたハードディスク(HDD)に対応。 楽曲情報（アーティスト名、アルバム名）
　の本体表示が可能。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

＜NS-6170＞その他の仕様 ■AirPlayに対応 ■混信の少ない5GHz帯域が使えるデュアルバンド
Wi-Fi（5GHz/2.4GHz）対応で、スマートフォンなどからのワイヤレス再生が可能 ■3モードデジタルフィ
ルター■アルミフロントパネル ■フラットシャーシ ■光 /同軸デジタル出力端子（各1） ■ケーブル端子
との接点での伝送ロスを最小限に抑える金メッキRCA端子 ■USB端子（フロント/リア各1）

＜NS-6130＞その他の仕様 ■AirPlay に対応 ■混信の少ない 5GHz 帯域が使えるデュア
バンド Wi-Fi（5GHz/2.4GHz）対応で、スマートフォンなどからのワイヤレス再生が可能
■同軸デジタル出力端子 ■USB端子（フロント/リア各1）

■ 高音質再生を実現するDACデバイス“AK4490”をLR独立で2基搭載

NS-6170(S) 
または 

NS-6130(S)

スマートフォンからご家庭にハイレゾファイルを購入頂く流れと
ご家庭内のネットワーク接続の一例

インターネット

USB接続
USB接続
外付けHDD

Wi-Fiルーター
　もしくはルーター

モデム
購入した
楽曲を保存

PCから
楽曲を保存

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）

http：//www.e-onkyo.com/

■ ご家庭内のネットワーク上のPCからNAPの外付けHDDへの
　 書き込みが可能※

NS-6170(S) 
または

NS-6130(S)
USB
接続USB接続

外付けHDD

Wi-Fiルーターもしくはルーター

PC

ご家庭内のネットワーク上のPCからNAPとHDDへの接続

楽曲データ

楽曲データ

音質に定評のある旭化成エレクトロニクス社製高性能
DACデバイス“AK4490”をLR独立で2基搭載しており、
384kHz/32bit対応に加え、LR各チャンネルで差動
動作させることで、高調波ひずみの低減のほか、SN比や
チャンネルセパレーションの向上を図っています。

■ 動的ノイズの発生メカニズムを究明したDIDRCフィルター
計測器で検知できないほど微小なレベルのノイズであっても、人間の聴覚が微
小なレベルの楽器の倍音成分まで認識してしまう以上、十分な対処が必要です。
オンキヨーは、ノイズの原因となるビートの発生メカニズムを究明し、DIDRC
回路の持つMHz帯まで歪みのない増幅力を使うことで、高次高調波をマスク
する超高帯域からのノ
イズを根本的に低減で
きる画期的なフィルター
回路を開発。これにより、
ハイレゾ音源に含まれる
楽器の倍音や音色の成
分までみずみずしく再現
することができます。

※「e-onkyo ダウンローダー」の使用に際しては、右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 ダウンローダーを利用したダウンロードには、楽曲購入後30日以内の制限がござ
います。30日経過後に再ダウンロード（再保存）が必要な場合は、Mac またはPCの e-onkyo
ダウンローダーにてダウンロード後、製品に接続したHDDへデータを手動でコピーしてください。
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Network Receiver & CD Player   INTEC

7

Network Stereo Receiver   TX-8250

Wi-Fi＆Bluetoothを搭載しネットワーク＆ワイヤレスに対応。
ハイレゾやインターネットラジオを気軽に楽しめるオールインワンチューナーアンプ

横幅27.5cmのコンパクトな筐体にHi-Fiテクノロジーを凝縮。
先進のネットワーク機能を備えた高性能デジタルアンプとCDプレーヤー

その他の仕様■AirPlayに対応■AndroidスマートフォンやiPod touch/iPhoneが
リモコンになるOnkyo Controller対応■40局プリセット対応FM/AMチューナー
■光デジタル入力端子装備■音声信号経路の最短化によりノイズを大幅に抑える
PURE AUDIOモード■トーン回路をバイパスすることで信号経路を短縮し、より
ピュアなサウンドを再生できるダイレクトモード■制振性に優れた高剛性アルミ材
によるフロントパネル■ケーブル端子との接点での伝送ロスを最小限に抑える
金メッキ端子■MM型カートリッジ装備のレコードプレーヤーとの接続に対応する
PHONO端子を装備■スピーカー出力切り換え機能（A/B/A+B）■ギャップレス
再生に対応■TV等からの光デジタル入力（入力1のみ）で自動で電源オンになる
「デジタル入力スタンバイ」（特許技術）に対応。

※Onkyo Controller及びファームウェアは最新の状態にしてください。
※ABいずれかの端子への接続には4Ω～16Ωのスピーカーに対応しますが、AB両端子
に同時接続されている場合は8Ω～16Ωのスピーカーをご使用ください。

■独自のワイドレンジ技術WRAT

クラスを超えた高音質を実現するオンキヨーのアンプフィロソフィー「WRAT」

は、安定かつ正確なスピーカードライブを実現するために長年培ってきた独自の

技術です。TX-8250では、このフィロソフィーを実現するため、ハイカレント

（大電流）設計による大口径スピーカードライブを実現、珪素鋼板シールド材でリ

ーケージフラックスを低減した高出力

EIトランスや8,200μF電解コンデン

サーを採用し電源も強化しています。

また、位相ズレを抑制することで

L/Rchの焦点が定まって音像をくっ

きりと描き出します。

インターネット

ネットワーク
HDD
（NAS）

Wi-Fi
ルーター

■ハイレゾ音源再生に対応。DSD11.2MHzファイル再生を実現

■旭化成エレクトロニクス製768kHz/32bit ハイグレードDAC搭載

話題のDSD11.2MHzをはじめ、FLAC、WAV、Apple Lossless の192kHz/

24bitハイレゾ音源再生に対応しています。e-onkyo music

にてハイレゾ音源を多数配信しておりますので、コンテンツと

併せてお楽しみください。
※DSD11.2MHzは無線LAN経由での再生には対応していません。

音質に定評のある旭化成エレクトロニクス製768kHz/32bitハイグレード
DACを搭載。このDACの使用により「力強さ」に加えて「繊細さ」も実現しました。

■DSDダイレクト再生対応
DSDファイルをPCM変換せずに再生するDSDダイレクト再生に対応。DSD
本来の自然な音のニュアンスをお楽しみ頂けます。

■デュアルバンドWi-Fi®対応

Bluetooth

混信の少ない5GHz帯域のWi‐Fiが使えるデュアルバンド（5GHz/2.4GHz）に対

応しています。Spotify ®などのストリーミング配信やTuneInなどのインター

ネットラジオも快適に受信できます。また、ネットワークHDD（NAS）の音源をわ

ずらわしい配線なしで再生できます。また、高音質コーデックAACに対応した

  ® 無線技術も搭載しているのでスマホ内音源などのハイクオリティ

なワイヤレス再生に対応しています。

■様々なリスニングスタイルで選べる、話題のネット系音源に対応

iPod touch/iPhone/iPadなどの楽曲をネットワーク経由でストリーミング再

生できるAirPlay、話題の音楽ストリーミングサービス SpotifyやDeezer HiFi、

世界中のラジオが楽しめるインターネットラジオTuneIn、国内のラジオ放送が

楽しめるradiko.jp、radiko.jpプレミアム※に対応しています。またスマートフォン

などの対応端末から、手軽にストリーミングサービスの音楽再生が可能な

「Chromecast built-in」に対応。さらに「DTS Play-Fi」に対応しているので

スマートフォンなどにインストールした「Onkyo Music Control App」から手軽

に端末内や「DTS Play-Fi」対応サービスの楽曲を本機でお楽しみ頂けます。

※radiko.jpプレミアムは有料サービスです。詳しくはradiko.jpのホームページをご覧ください。
※ファームウェアを最新バージョンに更新してご利用ください。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
＊FlareConnect について詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/next_generation/

ネットワークステレオレシーバー
TX-8250（S） ¥64,800（税別）
リモコン（RC-904S）、FM室内アンテナ、AMループアンテナ付属
●JAN：4573211153224

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-822C)、デジタルケーブル、RI ケーブル、電源コード付属
●JAN：4573211151664

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

AKM社製DAC AK4490

VL Digital 概念図

R-N855 内部構造R-N855 回路基板

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

※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

デジタルパルス
出力

■ デジタルアンプの利点を活かす「VL Digital」搭載
デジタル回路特有のパルス性ノイズを低減させるため、オンキヨーがPWM方式を

進化させて開発した独自のアンプ技術が「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。

■「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。

■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。

※ファームウェアを最新バージョンに更新してご利用ください。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
※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。
※e-onkyo ダウンローダーを利用したダウンロードには、楽曲購入後30日以内の制限がございます。30日経過
後に再ダウンロード（再保存）が必要な場合は、MacまたはPCのe-onkyoダウンローダーにてダウンロード後、
製品に接続したHDDへデータを手動でコピーしてください。

■ 安定した電源供給を実現する電源部
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。

■ デジタル機器のノイズを抑制するVLSC搭載
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）をオンキヨー独自の理論で開発。

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。

■高精度なD/A変換を実現するDAC搭載

■ 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DSD5.6MHz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
ご堪能頂けます。

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

対応フォーマット

■ スマホで直観的な操作を実現する「Onkyo Controller」対応
■高品位Phono入力を装備 ■ 最新のネット系音源に対応
■剛性の高いシャーシやパネル（パネル=5mm厚アルミ、シャーシ=1.6mm厚鋼板）
■Bluetooth®無線技術でスマホの音楽も楽しめる

■プレシジョンクロック搭載
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±50PPM程度）。クロック精度が向上することで、フォーカス

が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。

■ 多彩なメディアに対応
AudioCD、CD-R、CD-RWに記録したMP3の再生に対応しています。

C-755 Technology

■ デジタル機器のノイズを抑制する「VLSC」搭載
■ 剛性の高いシャーシやパネルを採用
（パネル=5mm厚アルミ、シャーシ=1.6mm厚鋼板）

■高性能192kHz/24bit DAC AK4482搭載
■音質を吟味したEI トランス搭載
■ 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

R-N855 Technology

C-755 内部構造
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CDプレーヤー  
C-7030（S） ¥36,000（税別）
リモコン（RC-822C）、RCAステレオピンケーブル（0.8m）、RIケーブル（0.8m）付属
●JAN：T4961330034003

VLSCやプリシジョンクロックなど充実の仕様

その他の仕様■大容量EIトランスをはじめとする強力な電源回路■音楽CDの他

CD-R/RWに記録されたMP3の音楽ファイルも再生可能■2系統デジタル出力端

子（光×1、同軸×1）■ディスプレイ表示の明るさを調整できる3段階ディマー機

能■オンキヨー製プレーヤーなどの主要操作が付属リモコンで可能なRI対応

DAC ベクトル発生器 積分器比較器

■高精度・高機能クロック回路

プレーヤー内の全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ような

役割を担う重要なクロック部。C-7030には高精度±10PPMの「プリシジョンク

ロック」を搭載（一般的なCDプレーヤーでは±50PPM程度）。クロック精度が向上

することで、フォーカスがピッタリ合った音像を描き出せることはもとより、より自然

な音場空間の再現を可能にしています。

■高性能DACデバイス

再生音の品位を左右するDACデバイスには、192kHz/24bitの分解能を備

えた高性能DACを搭載。CD再生において余裕を持った処理能力で、入力信号

に含まれる微細な音のニュアンスまでも再現します。

■ヘッドホン出力端子

フロントパネルに6.3φ標準プラグに対応したヘッドホン端子を装備。ライン出

力系統とは独立したヘッドホンアンプは、レベルコントロール機能も有してい

て、幅広いインピーダンスのヘッドホンが使用可能です。

■デジタル機器固有のノイズを大幅に抑制する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 Circuitry：ブイ・エル・エス・シー）

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で、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。

■シャーシ構造をはじめ振動抑制を徹底

フロントパネルには高剛性アルミ素材を使用。パーツ群を含む筐体全体をしっ

かりと底から支えるシャーシに、起伏による複雑な共振を抑制するためフラット

形状にした鋼板を使用しています。また回転系メカを含む筐体内の振動を発生し

やすい箇所にテーピング処理を施すなど、ノイズ発生の要因となる振動の抑制を

徹底しています。

■多彩な再生モード

ランダムに曲順を並び換えて再生する「ランダム再生」や、お好きな曲順で再生する

「メモリー再生」、繰り返し再生は「全曲リピート再生」と「1曲リピート再生」など多彩な

再生モードを搭載。ランダム再生とリピート再生を組み合わせて使うことも可能です。

CD Player   C-7030

マニュアルレコードプレーヤー
CP-1050(D)　オープン価格
MMカートリッジ、ヘッドシェル、EPレコード用アダプター、ダストカバー、アース付ピンケーブル、電源コード (2Pメガネ型 ) 付属
●JAN：T4961330039015

再生品質にこだわったレコードプレーヤー

Direct Drive Turntable　CP-1050

■基本性能を高めた本格的マニュアルレコードプレーヤー

正確で滑らかな回転が得られるダイレクトドライブ方式をベースに、共振を抑える

アルミダイキャスト製プラッター、軽針圧カートリッジにも対応する高感度トーン

アームを装備するなど、CP-1050はアナログレコードに刻まれた音楽の情報を

余すことなく再生することを目標に、基本性能の充実を図りました。高度にバランス

したこれらのキーパーツは、制振性に優れハウリングに対しても有利となるよう、

強固なMDF製キャビネットにマウントしています。

■正確な回転が得られるダイレクトドライブ

超低速ブラシレスDCサーボモーターによるクォーツロック・ダイレクトドライブ

方式を採用。減速機構を持たないので振動の発生が少なく、音溝に込められた

繊細な音楽情報の再現を妨げません。また、電流波形を見直すことにより、より

滑らかな電流で駆動することができ、ダイレクトドライブの弱点とされるコギング

現象(電流オンオフによる脈動振動)を緩和しています。スムーズな起動はもと

より、停止時は電子ブレーキにより速やかに停止するなど、快適な操作感も実現

しています。

その他の仕様■外部振動を効果的に抑えるインシュレーター(高さ調整可能) 

■2スピード33/45 RPM対応■MMカートリッジ/アルミダイキャスト製ヘッド

シェル付属（交換可能）■アンチスケーティング機構■RCA金メッキ出力端子

■メガネ型ACインレット

※フォノイコライザーは搭載しておりません。

■高感度トーンアーム採用

音溝に正確に追随する高感度スタティックバランス式S字アームを採用。EIA規格

ヘッドシェルに対応するユニバーサルタイプなので、お好みの音色や音楽ジャンルに適

したカートリッジに交換することも可能です。安心して針先の上げ下げができるアームエレ

ベーション機構も備えています。(カートリッジ+ヘッドシェル合計質量15～20gに適応)

10
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2ウェイ・スピーカーシステム
SC-3（B） ￥300,000(税別)/1台
付属品:コルクスペーサー×4、グリルネット×1、ショートワイヤー×1セット■1台1梱包

※スピーカーケーブルは付属していません。※ステレオペアを作るためには本機が2台必要です。

●JAN:4573211151879

SCEPTER プロジェクト※から生まれた全く新しいユニット群が

低域から高域まで過去にない過渡応答特性を実現する、画期的2ウェイ・スピーカーシステム

 Speaker System   SC-3

※ 国内で最も早く、スタジオマスター品質といえるハイレゾ音源の配信に着手したオンキヨーは、
「演奏者の想いまで伝える」を目標に、1962 年以来、新しい時代に相応しいスピーカーとは
何かを常に問い続けてきました。これが、SCEPTERプロジェクトです。

ノンプレスONF振動板のさらなる高レスポンス化を研究するなかで、墨を塗布

することが効果的であることが判明しました。今回採用した400年の伝統を

誇る奈良の老舗・株式会社古梅園の紅花墨（こうかぼく）が最も効果があり、

ノンプレスONFの表面に塗布すること（特許出願中）で表面の伝搬速度が向上

し、ヤング率、内部ロス、SN 比を改善。抜けが良く、分厚い低音再生を強化

することに成功しています。

電流面を一致させた素子マ

ウント構造（特許出願中)を採

用。不要な相互誘導の発生

を抑制し、電気的ノイズが

音声信号に混入するのを防

いでいます。また、音質に定

評のある独Mundorf（ムンド

ルフ）社製コンデンサーを採

用しました。微小入力のリニ

アリティを改善し、繊細な音の

表現力や、より実体的な奥行

き感を実現しています。さら

に日本製のチョークコイルを

採用し、低歪で力強い再生

音に貢献しています。

高級車のシートなどでも使用される Alcantara® 材を採用。バッフルの不

要な音の反射を防ぎ、濁りの少ない再生音とともに品位ある仕上げを実現

しています。

AS‐3はSC‐3の特性を最

大限に発揮するために設計

された専用のスタンドです。

SC‐3の振動モードを解析し、

スピーカーの動作に伴う不要

な振動を吸収するため、脚部

に適度な弾性を持つ構造（特

許取得済み）を採用。スタン

ド の 存 在 を 感じ さ せ ず、

SC‐3 を自由に自然な音色

で鳴らすことができる唯一の

スタンドです。

音質に定評のある高級素材

”

サーモウール®”を吸音材として使用。スピーカー

本来の鳴りを邪魔しない、自然な吸音を実現しました。

ラウンド形状を採用したキャビネットは回折音の反射を低減しますが、通常は

側板の内側に切り込みを入れ、曲げを加えることで成形することが一般的です。

しかし、曲げを施した際にできる隙間や接着剤が再生音に好ましくない影響を

与えるため、SC-3では板厚最大42mmと非常に分厚い高剛性MDF 材を削り

だすことで理想的なラウンド形状を実現しています。さらに、キャビネット内部に

彫り構造を施すことにより、固有振動を抑えることで、振動モードを不均一に

しつつ、内部定在波を低減しながら低域のエネルギーを増強する新開発の

「Resonance Sculpting Control」テクノロジーを採用。低域から高域まで、

それぞれの周波数帯域における音声のマスキングを避けクリアな音場感ととも

に、力強く腰のある低域を実現しています。

■ノンプレスONFウーファー

■スーパー楕円形状のホーンツィーター

■ネットワークの匠

■Alcantara® の艶

■弾性専用スタンド

■サーモウール® 吸音

■削り出しキャビネット

鋼鉄の1/5の軽さで5倍以上の強度という、スピーカーユニットにとって理想的

な特性を併せ持つ最先端のバイオマス素材CNF (セルロースナノファイバー) 

とパルプを配合した ONF(Onkyo Nano Fiber) を使用し、さらなる軽量化、

高剛性化、高内部ロスを高い次元で実現すべくオンキヨー伝統のノンプレス成

形を施した口径20cm ノンプレスONF 振動板（特許出願中）を新開発。かつ

てないほど力強く低重心でありながら、レスポンス良く立ち上がる低音再生を

実現し、生演奏の迫力や演奏のうねり、演奏者や会場の熱気が伝わる程の実在

感を再現します。フレームは高強度のアルミダイキャストソリッドフレームを

採用しており、音質向上のためのシミュレーションによる形状の最適化を行い、

高次高調波の不要な共振による可聴帯域への影響を排除しています。

昭和30年からホーンスピーカーを開発し、数々の製品を世に送り出し、常に

ホーンスピーカーをリードしてきたオンキヨー。SC-3 のツィーター部には、

不要な分割振動を徹底的に排除すべく、オンキヨー初のリング型の口径

2.5cmマグネシウム振動板を採用した新開発のコンプレッションドライバーを

搭載。可聴帯域外までピストンモーションによる応答領域を拡張すること

に成功しています。さらにスーパー楕円形状を採用したアルミダイキャスト

ホーンを新開発。従来のホーンで発生していた開口部での回折音の反射を

防ぎ自然な音の広がりを実現することで、真のハイレゾ再生に相応しい密度

感と、明瞭で音抜けの良い自然な高域を高いレベルで両立しました。ハイレゾ

音源の真価を引きだし、演奏者の一挙手一投足まで感じられる程の実像定位感

と手に汗握るエネルギー感を生み出します。

20cm ノンプレス ONF ウーファー

スーパー楕円形状の
コンプレッションドライバーホーンツィーター

2.5cm マグネシウム振動板

ネットワークを構成する部品群

墨を塗布したノンプレスONF振動板

■伝統 墨”コーティング

”
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 Speaker System    D-TK10 

■Takamine Acoustic Voicing TECHNOLOGY採用キャビネット

スピーカーキャビネットは、アコースティックギターメーカーとして実績のあ

る高峰楽器製作所と共同開発。響きの美しいアコースティックギターならで

はの技法を随所に活かすために、基材にはマホガニー材を選択しています。

側板は鳴りっぷりの良い単板にわずかな張りを持たせて響きの美しさを充分

に高めた上で、チューニングのためにギター工法独特の「力木（ちからぎ）」を

内側の適所に配置。またバッフルを含む他の面は一枚の積層板を大きくラウ

ンドさせることで、キャ

ビネット内/外部での有

害な定在波や回折波を根

本的に排除。重量級のユ

ニットやネットワーク回

路をしっかりと支えるた

めに、MDF材を内側から

補強して不要な共振も抑

えています。なおスピー

カーのペアリングにもギ

ター独特の工法を活かし

て、木目が対称になるよ

う一枚板から左右スピー

カーを仕上げています。

■A-OMFモノコックウーファー & リング型ツィーター

ウーファーおよびツィーターユニット振動板は、原信号に近い振幅を可能にするため、

分割振動を徹底して抑えたA-OMFモノコック振動板とリング型を搭載。またこれ

らの振動板の特性を存分に引き出すため、いずれのユニットにおいても大型磁気

回路をはじめとする贅沢なパーツ類を使用しています。なおツィーターユニット背

面には定在波を発生させない形状のバックチャンバーを装備することで、一層の

ノイズ低減を図っています。

その他の仕様■ドイツWIMA社製フィルムコンデンサー採用S.G.L.(Steady 

Ground Level)型ネットワーク回路■より自在な基板レイアウトを可能にするアイ

ソレート・マウント方式■真鍮削り出し金メッキスピーカーターミナル

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サラン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

3ウェイ・スピーカーシステム
D-77NE ￥175,000(税別)/1台
付属品:サランネット、コルクスペーサー×8(D-77NE-Rのみ) 

※スピーカーケーブルは付属していません。■1台1梱包
※正式品番はL/Rの区別があり
D-77NE-L (JAN：T4961330039176）とD-77NE-R (JAN：T4961330039183）の組合せでステレオペアとなります。

30年の歴史を刻む銘機77シリーズ。

大口径ユニット搭載で開放的なサウンドが魅力の大型3ウェイ

■受け継がれる伝統の音

ロングセラーD-77シリーズは、1985年に初代が登場して以来、10世代にわたり純日本的ともいえる大型ブックシェルフスピ

ーカーとして君臨してまいりました。その存在感もさることながら、30センチウーファーが奏でる開放的でダイナミックな音色

は、小型スピーカーとはひと味違った躍動感あふれるサウンドが特長です。D-77シリーズは、多くの音楽ファンに支えられ、常に

進化しながらも、そのアイデンティティーは忠実に受け継ぎ、さらに磨きをかけ11世代目「D-77NE」として生まれ変わりました。

■ユニットごとに独立した高品位ネットワーク

ネットワーク部はウーファー/スコーカー/ツィーター用の各回路を独立基板とし、

コイル同士の磁束結合を極力回避できるようレイアウトにも工夫を凝らしました。

スロープ特性は、クロスオーバー付近の位相の乱れが少ない12dB/octのフィ

ルター回路を選択。ツィーター回路に直列に挿入されるコンデンサーは、ドイツ

WIMA社製フィルムコンデンサーを採用し、カラーレーションの無いきわめて自然な

音色を得ています。スピーカーターミナルは、確実な接続ができる金メッキ真鍮削

り出しタイプを採用。太いケーブルの接続に便利なバナナプラグにも対応します。

■開放感を存分に味わえる大容量60リットルクラスのキャビネット

ユニットをしっかり支えるキャビネットは、42ミリ厚のバッフルをはじめオール

MDF製としました。鳴りっぷりの良さを損なうことが無いよう過度な補強は避

け、吸音材も材質や位置を吟味することで、必要最小限の使用にとどめました。

また、キャビネットの振動を巧みにコントロールする「力木」を適所に配置して、

美しい響きの要素である倍音成分も大切にしています。

■「ノンプレスコーン」を始めとする高性能スピーカーユニット群

ウーファーユニットの振動板には、オンキヨー独自の「ノンプレスコーン」を採用。

プレスを行わないことで適度な厚みが得られ「軽量」「高剛性」かつ「内部ロスの

大きい」という振動板に必要な3要素を高次元でバランスさせることができま

した。表面に分割振動を抑えるコルゲーションを配したノンプレスコーンは、

直径140ミリの大型フェライトマグネットを用いた強力な磁気回路と、50ミリ

の大口径ボイスコイルによりドライブされ、正確なピストンモーションを実現し

ています。また、高剛性無共振を誇るアルミダイキャスト製フレームは、大振幅

時にも確実に反作用を受け止め、付帯音の発生を抑えます。スコーカーユニット

には、表現力の豊かな12cmシルクOMFコーン型を採用。3.8リットルの独立

したバックチャンバーを設けるこ

とによって、過渡特性にも優れ歯

切れ良い音色で、音楽の中心とな

るファンダメンタル帯域を表情豊

かに再生します。ツィーターユニ

ットには、2cmアルミドームと

4cmコーンを組み合わせたコン

ビネーションドーム型を採用。ド

ームの繊細さとコーンの力強さ

を兼ね備え、リアルな音場空間を

描きだします。

 Speaker System   D-77NE

振動板 フレーム（アルミダイキャスト）

ダンパー

マグネット
ポールピース

センターキャップ

ボイスコイル

プレート

＜ ウーファー部分解図 ＞
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様々な音源を高音質に再生する 
INTECにも最適なプレミアム・コンパクト

2ウェイ・スピーカーシステム 
D-212EXT(D) ¥71,000（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：4573211152159

 Speaker System Lineup

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

N-OMFウーファーと砲弾型イコライザーを装備 
リアルウッド突板仕上げで単品クオリティを追及

■自社開発の13cm N-OMFウーファー■最先端リングツィーターユニット

■滑らかさやスピード感を引き出す砲弾型イコライザーを装備■アドバンスド

「AERO ACOUSTIC DRIVE」■リアルウッド突き板仕上げ■極太のスピーカー

ケーブルもしっかりとホールドするネジ式ターミナル

■15cm A-Silk OMFウーファー■独自形状のアルミ製イコライザーを採用。中低

域の周波数特性の乱れを防ぎ、滑らかでスピード感あふれる低音再生を実現■正

確なピストンモーションによる高域再生に定評のある、4cmチタンコート・リング

型ツィーター■アドバンスドAERO ACOUSTIC DRIVE■原理的に磁気歪の発生

しない空芯コイルなど、上級仕様の厳選パーツで構成する独立ネットワーク回路

■ドイツWIMA社製コンデンサー■剛性の高さと響きの良さで定評があるMDF

を全面に使用したキャビネット■天然の木目の質感を活かしたリアルウッド突き板

仕上げ（側板のみ）■真鍮削り出し金メッキネジ式ターミナル（バナナプラグ対応）

■バイワイヤリング接続対応■全米トップクラスのシェアを誇り、世界100カ国

以上で高い実績を誇るMONSTER CABLEの代表的なスピーカーケーブルXP付属

■スタンド取付けネジ穴×2（底面／102mmピッチ、径5mm・深さ16～20mm）装備

■楽器の輪郭がクリアに。小音量でも豊かな響きを実現する10cm N-OMF

ウーファー■周波数特性の乱れを抑制する砲弾型イコライザーを装備。サウンド

の滑らかさやスピード感も向上■音の芯が太く鮮明になり、スタジオの録音

現場にいるような生々しい音楽再生を実現する3cm リングツィーターユニット

■アドバンスドAERO ACOUSTIC DRIVEを採用し、こもりのない質感豊かな

低音を実現■剛性の高さと響きの良さで定評があるMDFを使用したキャビネット

■金メッキネジ式ターミナル（バナナプラグ対応）

■鉄の1/5の軽さで5倍以上の強度を持つ新素材「セルロースナノファイバー」

を配合した独自開発の10cm ONF(Onkyo Nano Fiber)振動板を採用。量感

がありながらもレスポンス良く立ち上がる低音再生を実現■周波数特性の乱れ

を抑制する砲弾型イコライザーを装備。サウンドの滑らかさやスピード感も向上

■音の芯が太く鮮明になり、スタジオの録音現場にいるような生々しい音楽再生

を実現する3cm リングツィーターユニット■アドバンスドAERO ACOUSTIC 

DRIVE■剛性の高さと響きの良さで定評があるMDFを使用したキャビネット

■表面の仕上げは天然木の質感を活かしたリアルウッド突き板仕上げを採用

（側板部）、工芸品のような美しい外観とやわらかな音質を両立■アコースティック

ギターと同様の手法で響きをコントロールする力木（ちからぎ）を採用■音質に

定評のあるドイツWIMA社製のフィルムコンデンサーを採用■金メッキネジ式

ターミナル（バナナプラグ対応）

■自社開発の13cm N-OMFウーファー■チタンコーティング3cm リング

ツィーターユニット■アドバンスドAERO ACOUSTIC DRIVE■ドイツWIMA

社製コンデンサー■MDFキャビネット■ウーファーとツィーターの独立ネッ

トワーク回路■金メッキ真鍮削り出しネジ式ターミナル（バナナプラグ対応） 

■全米トップクラスのシェアを誇り、世界100か国以上で高い実績を誇る

MONSTER CABLEの代表的なスピーカーケーブルXP付属

2ウェイ・スピーカーシステム
D-055（B）  ¥26,400（税別）/2台1組
スピーカーケーブル（1.8m）×2、コルクスペーサー×8付属 ■2台 1梱包 
●JAN：T4961330036786

■ダイナミックな音楽性を引き出す12cmN-OMFウーファー■周波数特性の乱

れを抑制する砲弾型イコライザーを装備。サウンドの滑らかさやスピード感も向

上■ライブ会場にいるような、開放感に満ちた音場感が魅力。振動板の繊維の素

材や太さから検討してつくりあげた2.5cmソフトドームツィーター■剛性の高さ

と響きの良さで定評があるMDFを使用したキャビネット■真鍮削り出し金メッキ

ネジ式ターミナル（バナナプラグ対応）

ライブ会場のような開放感が魅力のマットブラックスピーカー

スピーカースタンド  
AS-12EX ￥30,000（税別）/2台1組
スパイク×6付属  対応スピーカー：D-412EX/212EXT/112NFX/012EXT/055/NFR9TX

※ D-412EX/212EXT 以外のスピーカーはスタンドへは固定できません。
通常はスタンド上に置く設置方法となります。

■最大外形寸法（1台）：幅 400×高さ 579×奥行き357mm（スパイク装着時）

■質量（1台）：5.5kg
●JAN：T4961330028552

2ウェイ・スピーカーシステム
D-012EXT(D) オープン価格/2台１組
スピーカーケーブル（1.8m）×2、コルクスペーサー×8付属  ■ 2台１梱包
●JAN：4573211153156

2ウェイ・スピーカーシステム
D-112NFX(D/B) オープン価格/2台１組
スピーカーケーブル（1.8m）×2、コルクスペーサー×8付属  ■ 2台１梱包
●JAN：(D)4573211153132、（B）4573211153149

(D) 

(B) 

繊細で芯の強いサウンド

スタジオの特等席にいるような芳醇な響き

2ウェイ・スピーカーシステム　
D-NFR9TX(D) オープン価格/2台1組  
スピーカーケーブル(1.8m)×2、コルクスペーサー×8付属 ■2台1梱包 
●JAN：4573211151398



17 18

Feature & Interface

アンプ技術

オプティマム・ゲイン・ボリューム　

Phase Matching Bass Boost

電源トランス

電解コンデンサー

銅バスプレート

アルミフロントパネル/ 
アルミボリュームつまみ

ダイレクトモード

スピーカー出力切り換え機能

定格出力

WRAT

○

̶

EI型×1

カスタム設計8,200μF×2
̶

◯/̶

○

A/B/A＋B

VL Digital

○

○

EI型×1

カスタム設計10,000μF×2
̶

◯/◯

○
̶

100W＋100W（6Ω）
（1kHz、0.08%THD、1ch駆動時、JEITA）

70W × 2ch
(1 kHz、全高調波歪率 0.8%以下、4 Ω、
2ch 駆動時、JEITA)

TX-8250（S）A-9070(S)

AWRAT

○

̶

EI型×1

カスタム設計15,000μF×4

○

○/○

○

A/B/A＋B

140W+140W（4Ω）、75W+75W（8Ω）
（いずれも20Hz～20kHz、0.05%以下THD、
2ch駆動時、JEITA）

180W+180W（4Ω）、110W+110W（8Ω）
（いずれも1kHz、10%以下THD、2ch駆動時、JEITA）

A-9150(S) A-9110(S)

Discrete SpectraModule

○

○

EI型×1

カスタム設計10,000μF×2

○

○/○

○

A/B/A＋B

60W＋60W（4Ω）
（20Hz～20kHz、0.08%以下THD、
2ch駆動時、JEITA）

0.008%(20Hz～20kHzハーフパワー)/
0.03%(20Hz～20kHz、1W出力時)

10Hz～100kHz/+0dB、-1dB(1W：LINE１)

107dB(LINE、IHF-A)、60dB(PHONO MM、
IHF-A)、70dB(PHONO MC、IHF-A)

±10dB/80Hz(BASS)、
±10dB/10kHz(TREBLE)

4～16Ω(AorB)、8～16Ω(A+B)

MM/MC

70mV(MM、1kHz、THD 0.5%)、
5.2mV(MC、1kHz、THD 0.5%)

250W

幅435×高さ174.5×奥行き431mm

18.1kg

アナログ： ライン×3、PHONO(MM/MC)×1、
　　　　　　MAIN IN×1
デジタル： 光×1、同軸×2
   その他： ー

ラインアウト×1、プリアウト×1、
ヘッドホン×1

4（バナナプラグ対応）

2

リモコン（RC-830S）、極太電源ケーブル（2m）

音声入力端子

音声出力端子

スピーカー端子

RI端子

付属品

スピーカー適応インピーダンス

適応カートリッジ

PHONO最大許容入力

消費電力（電気用品安全法技術基準）

最大外形寸法

質量

トーンコントロール最大変化量

SN比

周波数特性

全高調波歪率

実用最大出力
90W＋90W
（4Ω、1kHz、2ch駆動時、JEITA）

0.08%（20Hz～20kHz、定格出力時）

10Hz～100kHz/+1dB、-3dB(LINE１)

107dB(LINE、IHF-A)、82dB(PHONO MM、
IHF-A)、73dB(PHONO MC、IHF-A)

±10dB/100Hz(BASS)、
±10dB、10ｋHz(TREBLE)

4～16Ω(AorB)、8～16Ω（A+B)

MM/MC

70mV(MM、1kHz、THD 0.5%)、
7mV(MC、1kHz、THD 0.5%)

130W

幅435×高さ139×奥行き331mm

9.2kg

140W＋140W
（6Ω、1kHz、1ch駆動時、JEITA）

85W × 2ch(1kHz、全高調波歪率
10%以下、 6Ω、1ch 駆動時、JEITA)

0.08%（20Hz～20kHz）

10Hz～100kHz/+1dB、-3dB（DIRECT、Pure Audio） 5Hz ～ 60kHz/＋1dB、－3dB（DIRECT）

106dB（LINE、IHF-A）、
80dB（PHONOMM、IHF-A）

±10dB/100Hz（BASS）、
±10dB/10kHz（TREBLE）

4～16Ω（AorB)、8～16Ω（A+B)

MM

70mV(MM、1kHz、THD 0.5%)

180W

幅435×高さ149×奥行き329mm

8.7kg

0.08%(8Ω、1kHz、1W)

106dB (IHF-A、LINE IN、SP OUT)、
80dB (IHF-A、PHONO IN、SP OUT)

±6dB/100Hz（BASS）、
±6dB /10kHz(TREBLE)

4～16Ω

MM

70mV(MM、1kHz、 0.5%)

100W

幅275×高さ87.7×奥行き283.2mm

6.1kg

再生対応ディスク/
再生可能ファイル※1

̶

○

○

̶

○ （3段階）

0.0029%

ネットワークオーディオプレーヤー/CDプレーヤー

C-7030（S）

ネットワーク機能

アルミフロントパネル

フラットシャーシ

デジタル出力ON/OFF
切り換え機能

ディマー機能

全高調波歪率

消費電力
（電気用品安全法技術基準）

最大外形寸法

質量

許容動作温度/湿度

音声出力端子

ヘッドホン端子

RI端子

周波数特性

SN比

付属品

その他の端子

音楽CD、CD-R、CD‐RW（CD-DA、
MP3、ファイナライズ済み） / ̶

リモコン（RC-822C）、
RCAステレオピンケーブル（0.8m）、
RIケーブル（0.8m）

4Hz～20kHz

107dB

10W

幅435×高さ101×奥行き306mm

5.3kg

5～35℃/5～85%

デジタル2（光×1、同軸×1）、アナログ×1

1

2

̶

○

○

̶

○ （3段階）

0.003%

音楽CD、CD‐R、CD‐RW
（ファイナライズ済み）、MP3CD/ ̶

̶ / DSD、WAV、AIFF、FLAC、ALAC、
MP3、WMA、AAC

̶ /DSD、WAV、AIFF、FLAC、ALAC、
MP3、WMA、AAC

リモコン（RC-822C）、
同軸デジタルケーブル、
RIケーブル（0.8m）、極太電源ケーブル

5Hz～20kHz

105dB

8W

幅275×高さ87.7×奥行き283.2mm

3.8kg

5～35℃/5～85%

デジタル1（同軸×1）、アナログ×1

̶

2

○

○

○

○※2

○ 

0.002%

リモコン（RC-942E）、
RCAステレオピンケーブル、
極太電源ケーブル

LAN端子×1、
USB端子　前面×1(USB2.0)、
　　　　　 背面×1(USB2.0)

4Hz～70kHz

115dB

34W

幅435×高さ100×奥行き317mm

4.5kg

5～35℃/5～85%

デジタル2（光×1、同軸×1）、アナログ×1

̶

2

○

○

○

○※2

○ 

0.002%

リモコン（RC-942E）、
RCAステレオピンケーブル、
電源ケーブル

LAN端子×1、
USB端子　前面×1(USB2.0)、
　　　　　 背面×1(USB2.0)

4Hz～70kHz

110dB

21W

幅435×高さ100×奥行き318mm

3.5kg

5～35℃/5～85%

デジタル1（同軸×1）、アナログ×1

̶

2

 プリメインアンプ/ネットワークステレオレシーバー

アナログ： ライン×4、PHONO(MM/MC)×1、
　　　　　　MAIN IN×1
デジタル： 光×2、同軸×2
   その他： ー

ラインアウト×1、プリアウト×1、
ヘッドホン×1

4（バナナプラグ対応）

1

リモコン（RC-959S）、極太電源ケーブル（2m）

50W × 2ch 
(20Hz～20ｋHz、全高調波歪率 0.9% 以下、4Ω、
2ch駆動時、JEITA)

75W × 2ch (1kHz、全高調波歪率10% 以下、
4Ω、2ch 駆動時、JEITA)

0.05%(8Ω、1kHz、half power)

10Hz～100kHz/+1dB、-3dB（DIRECT）

103dB（IHF-A、LINE IN、SP OUT）、  
78dB（IHF-A、PHONO IN、SP OUT）

±10dB/100Hz（BASS） 
±10dB/10ｋHz(TREBLE)

4～16Ω

MM

70mV(MM 1kHz 0.5%)

100W

幅435×高さ129×奥行き330mm

7.0kg

アナログ： ライン×4、PHONO(MM)×1、
デジタル： ー
   その他： ー

ラインアウト×1、
サブウーファープリアウト×1、ヘッドホン×1

2（バナナプラグ対応）

1

リモコン（RC-968S）

アナログ： ライン×6、PHONO(MM)×1
デジタル： 光×2、同軸×2
   その他： LAN×1、USB(Type A)×2、IR(入力×１、出力×1)

ラインアウト×1、プリアウト×1
サブウーファープリアウト×1、ヘッドホン×1

4（バナナプラグ対応）

1

リモコン（RC-904S）、FM室内アンテナ、AMループアンテナ

アナログ： ライン×2、PHONO(MM)×1
デジタル： 光×1、同軸×1
   その他： LAN×1、USB(Type A)×2

ラインアウト×1、ヘッドホン×1

2（バナナプラグ対応）

2

リモコン（RC-952S）、FM室内アンテナ、
極太電源ケーブル

WRAT

○

○

EI型×1

カスタム設計8,200μF×2
̶

̶/̶

○

̶

C-755（S）

INTEC

R-N855（S）

INTEC

NS-6170（S） NS-6130（S）

̶ ̶

2ウェイ・バスレフ型

4Ω

200W

85dB/W/m

37Hz～100kHz

3kHz

幅214×高さ347×奥行き323mm ※3

10.2kg

15cm A-Silk OMFコーン

̶

4cmリング（チタンコーティング)

̶

金メッキ真鍮削り出しネジ式ターミナル
（バイワイヤリング、バナナプラグ対応）

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

2ウェイ・バスレフ型

4Ω

120W

84dB/W/m

37Hz～100kHz

2.5kHz

幅188×高さ303×奥行き297mm ※3

6.1kg

13cm N-OMFコーン

̶

3cmリング

̶

金メッキ真鍮削り出しネジ式ターミナル
（バナナプラグ対応）

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

3ウェイ・バスレフ型

6Ω

150W

90dB/W/m

30Hz～50ｋHz

420Hz、3.2kHz

幅380×高さ660×奥行き380mm ※3

25.5kg

30cmノンプレスコーン

12cmシルクOMFコーン

4cmコンビネーションドーム

̶

金メッキ真鍮削り出しネジ式ターミナル
（バナナプラグ対応）

コルクスペーサー×8（D-77NE-Rのみ）
＊スピーカーケーブルは付属していません。

2ウェイ・バスレフ型

4Ω

200W

87dB/2.83V/m

28Hz～50ｋHz

3kHz

幅300×高さ484×奥行き440mm ※4

24.1kg

20cmコーン型（ノンプレスONF）

̶

ホーン型

̶

バナナプラグ対応ネジ式ターミナル 
バイワイヤリング対応

コルクスペーサー×4、グリルネット×1、ショートワイヤー
×1セット ＊スピーカーケーブルは付属していません。

2ウェイ・バスレフ型

4Ω

200W

80dB/W/m

50Hz～100kHz

3.5kHz

幅133×高さ276×奥行き220mm ※3

2.9kg

10cm A-OMFモノコックコーン

̶

3cmリング

̶

金メッキ真鍮削り出しネジ式ターミナル
（バナナプラグ対応）

コルクスペーサー×8、保護カバー×2
＊スピーカーケーブルは付属していません。

2ウェイ・バスレフ型

4Ω

70W

83dB/W/m

45Hz～100kHz

6kHz

幅167×高さ299×奥行き260mm ※3

3.9kg

13cm N-OMFコーン

̶

3cmリング

̶

スピーカーケーブル（1.8m）×2、
コルクスペーサー×8

D-412EX D-212EXT D-NFR9TX D-TK10 D-77NE

2ウェイ・バスレフ型

6Ω

80W

85.5dB/2.83V/m

60Hz～100kHz

3kHz

幅162×高さ274×奥行き272.5mm ※3

4.9kg

10cm ONFコーン

̶

3cmリング

̶

金メッキネジ式スピーカーターミナル
（バナナプラグ対応）

スピーカーケーブル（1.8m）×2
コルクスペーサー×8

D-112NFX
（D/B）

2ウェイ・バスレフ型

6Ω

80W

85dB/2.83V/m

60Hz～100kHz

3kHz

幅148×高さ264×奥行き258.5mm ※3

3.6kg

10cm N-OMFコーン

̶

3cmリング

̶

金メッキネジ式スピーカーターミナル
（バナナプラグ対応）

スピーカーケーブル（1.8m）×2、
コルクスペーサー×8

D-012EXT

2ウェイ・バスレフ型

4Ω

70W

83dB/W/m

55Hz～35kHz

2.5kHz

幅154×高さ245×奥行き258mm ※3

3.6kg

12cm N-OMFコーン

̶

2.5cmソフトドーム

̶

金メッキ真鍮削り出しネジ式ターミナル
（バナナプラグ対応）

スピーカーケーブル（1.8m）×2、
コルクスペーサー×8

D-055

型式

インピーダンス

最大入力

出力音圧レベル

再生周波数帯域

クロスオーバー周波数

外形寸法（1台）

質量（1台）

ウーファー

スコーカー

ツィーター

防磁設計（JEITA）

※３ グリルネット、ターミナル突起部含む。 ※４ ターミナル突起部含む。

 スピーカーシステム

スピーカー入力端子

付属品

ネジ式スピーカーターミナル
（バナナプラグ対応）

SC-3

※1 再生可能ファイルの詳細につきましては、当社ホームページをご参照ください。
※2 デジタルアウトは192kHz/24bitで出力し、DSD再生時はOFFになります。
＊ 付属品の極太電源ケーブル、電源ケーブルはACインレットタイプです。

（2.5cmリング型マグネシウムコンプレッションドライバー）


