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CRシリーズは、コンパクトサイズでフルサイズオーディオさながらのサウンドクオリティを実現することをコンセプトに誕生し、音

質にこだわるユーザー層から高い評価をいただいております。そしてこのたび発表するニューモデルでは、CDレシーバーの

CR-555とネットワークCDレシーバーのCR-N755の2モデル、スピーカーにはD-55EX、D-055、D-112EXTの3モデルと多彩なラ

インナップをご用意いたしました。今までの「いい音」の価値提案だけではなく、「好きな音」だから選んでもらいたい、そんなオ

ンキヨーの新たな提案が「MusicBarista」であり、お好みの音や機能に応じて自由にシステムプランを組み合わせていただけま

す。 

スピーカー3モデルは量感の豊かさや、低音、音のクリアさなど、それぞれに個性が強く、高品位なCDレシーバーと組み合わ

せることで、音の輪郭が一層際立ち、スピーカーの魅力が最大限に引き出されます。 

CR-555/CR-N755は、3段インバーテッドダーリントン回路など、オンキヨーがピュアオーディオで培ってきた高度な設計技術を

凝縮しています。確かな技術に裏打ちされたその音は、細かい音楽情報まで濁りのないピュアな音色で再現します。さらに、

iPod/iPhoneやUSBメモリーに収録した音楽ファイルの再生にも対応しており、多彩な音源を高品質な音で楽しんでいただけま

す。 

また、CR-N755は、ネットワークオーディオ機能を備え、話題のIPサイマルラジオ「radiko.jp」が楽しめるほか、 DSD、FLAC、

Apple Losslessといった高品位なフォーマットを再生でき、CDを超えるスタジオ音楽を管理するような音楽ライフにまで発展でき

ます。今夏より、e-onkyo musicでは、ワーナーミュージックの洋楽カタログ作品の配信※を予定しており、ジャズやクラシックを

はじめ、ロックやポップスまでスタジオマスター音源で用意された往年の名曲を、CR-N755の先進的なクオリティでご体感くださ

い。 

 ※同日発表されております、オンキヨーエンターテイメントテクノロジー株式会社のリリース詳細をご参照ください。 

プレスお問合せ先 オンキヨーマーケティングジャパン株式会社 営業企画課 湊口瞳 TEL.03-3548-2613 
写真画像はこちらから www.jp.onkyo.com/news/newproducts/ の「オーディオ」より当製品をクリックください 

掲載時のお客様お問合せ先 オンキヨーオーディオコールセンター TEL.050-3161-9555 

New CR Series 

個性あるスピーカーを、高品位なCDレシーバーでドライブ 
自由なプランで、スタジオ音源まで楽しめる 
ハイファイ直系コンパクトオーディオの新モデル 
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ネットワークで楽しさ広がるミュージックライフ 
今夏より、e-onkyo musicでワーナーミュージックの洋楽カタログ作品を配信予定。イーグルス、エリック・クラプトン、 
シカゴやマイルス・デイヴィスなど、ポップス、ロック、ジャズの名曲が高品質な音源で楽しめます。 

音楽の彩りをアレンジする「MusicBarista」という提案 
弦楽器の繊細な表現を楽しみたい、躍動感のある重低音が好き…それぞれの価値観で好きな曲を選ぶのと同
様に、音の好みも人それぞれであると私たちは考えています。スペックの比較だけにこだわるのではなく、お好き
な音楽やリスニングスタイルに合わせて、最適な組み合わせを自由に選んでほしい - 「MusicBarista」とは、そん
な想いから生まれたオンキヨーの新しい概念です。コンパクトなサイズにピュアオーディオの設計技術を凝縮した
2モデルのCDレシーバーと、それぞれの個性が際立つ3モデルのスピーカーから、お好みに合わせた組み合わ
せを選択していただけます。 

◆組み合わせ例 

D-55EX(D) 
¥ 27,720（税込） 

CR-555(S)  ¥48,300（税込） 

CR-N755(S/B)  ¥59,850（税込） 

・リング型ツィーター 
・10cmのN-OMF振動板を採用した
ウーファーユニット 
・独自のスリット型バスレフダクト 

・ソフトドーム型ツィーター 
・12cmN-OMF振動板を採用した
ウーファーユニット 
・バックバスレフ型 

D-055(B) 
¥ 27,720（税込） 

D-112EXT(D) 
¥48,300（税込）  

・側板はリアルウッド突き板仕上げ 
・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）を採用した、リミテッド機とも
いうべきモデル 
 

■音の厚み・輪郭・奥行き、
全てにおいてワンランク上の
クオリティを体現 
■録音現場で演奏を聴いて
いるかのような、生々しい音
楽再生を楽しめる 

■芯の強い、輪郭のすっき
りした高音に、躍動感のあ
る低音 
■コンサートホールのよう
に、ヴォーカルや楽器の音
をじっくり楽しめる 

■力強く量感のある低音に、
開放感のある伸びやかな高
音 
■ライブ会場にいるかのよう
に、臨場感のある音楽全体
のまとまりを楽しみたい方に 

システムプラン例 

組み合わせ価格¥87,570（税込） 
CR-N755(S) ＋ D-055(B)  

組み合わせ価格¥108,150（税込） 
 CR-N755(B) ＋ D-112EXT(D) 

システムプラン例 システムプラン例 

組み合わせ価格¥76,020（税込） 
CR-555(S) ＋ D-55EX(D) 

圧倒的なスピーカードライブ能力。
Hi-Fiクオリティをコンパクトに凝縮。 

先進のネットワーク・ミュージック機能。 
音楽を多彩に楽しめる上位モデル。 
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CR-555(S) 

CDレシーバー 

¥48,300（税込）   8月中旬発売予定  

■特許技術VLSC回路や3段インバーテッドダーリントン回路など、さまざまな音質技術を惜しみなく投入 
■独自のワイドレンジアンプ技術WRAT(Wide Range Amplifier Technology)採用 
■大容量タイプの電源トランスや電解コンデンサーを搭載。パワフルなサウンド再生を実現する強力な電源回路 
■フロントパネルやボリュームつまみには制振性に優れたアルミ素材を採用 
■iPod/iPhoneのデジタル接続に対応したUSB端子を装備※1 
■独自開発の低音増強技術 Phase Matching Bass Boostを搭載 
■お好みに合わせて音のバランスをアレンジできるトーンコントロール機能 
■別売りのデジタルメディアトランスポートND-S1000を接続すれば、PCやiPodの音楽もよりピュアに再生 
  
 
 
定格出力               各チャンネル22W（4Ω 、全高調波歪率0.4% 以下、2ch 駆動時、JEITA） 
実用最大出力            各チャンネル30W（4Ω 、1kHz、2ch 駆動時、JEITA） 
周波数特性              10Hz ～100kHz：+3dB/－3dB(LINE1） 
USB端子                1（前面)  
音声入出力端子                       入力：デジタル×2      アナログ×3 
                                              出力：アナログ×1     サブウーファープリアウト×1 
最大外形寸法                          幅215×高さ119×奥行き331mm 
質量                  4.8kg 
付属品                 システムリモコン 

※1 USB端子について：「.mp3」/「.wma」/「.aac」、または「.MP3」/「.WMA」/「.AAC」という拡張子がついたMP3/WMA/AACファイルを再生するこ
とができます。詳しくは当社ホームページをご参照ください。 
＊製品詳細は、http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/index.htmの「CRシリーズ」ページをご参照ください。 
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CR-N755(S/B) 

ネットワークCDレシーバー 

¥59,850（税込） 9月末発売予定 

■DSD/Apple Losslessのネットワーク再生に対応 
■DLNA/Windows®7対応。WAV、FLACの24bit/192kHz音源の再生も可能 
■ネットワーク上のさまざまな音楽コンテンツの再生に対応（radiko.jp※1/vTuner/AUPEO!)  
■iPod touch/iPhone、AndroidスマートフォンがCR-N755のリモコンに。専用アプリ「Onkyo Remote」に対応※2 
■USB端子2系統装備（USB接続によるiPod/iPhoneのデジタル再生にはフロントのみ対応） 
■DSD/Apple LosslessやWAV、FLACといった幅広い高品位フォーマットのUSB再生に対応※3 
■特許技術VLSC回路や3段インバーテッドダーリントン回路など、さまざまな音質技術を惜しみなく投入 
■独自のワイドレンジアンプ技術WRAT(Wide Range Amplifier Technology)採用 
■大容量タイプの電源トランスや電解コンデンサーを搭載。パワフルなサウンド再生を実現する強力な電源回路 
■フロントパネルやボリュームつまみには制振性に優れたアルミ素材を採用 
■独自開発の低音増強技術Phase Matching Bass Boostを搭載 
■お好みに合わせて音のバランスをアレンジできるトーンコントロール機能 
■音質劣化を防ぐ金メッキ仕様のネジ式スピーカー端子やIEC規格のACインレットを装備 
■MP3など圧縮音楽ファイルをより高品位に再生するミュージックオプティマイザー 
 
 
定格出力               各チャンネル22W（4Ω 、全高調波歪率0.4% 以下、2ch 駆動時、JEITA） 
実用最大出力            各チャンネル30W（4Ω 、1kHz、2ch 駆動時、JEITA） 
周波数特性              10Hz ～100kHz：+3dB/－3dB(LINE1） 
USB端子                2 （前面1、背面1)  
LAN端子                1     
音声入出力端子                       入力：デジタル×2      アナログ×3 
                                              出力：アナログ×1     サブウーファープリアウト×1 
最大外形寸法                          幅215×高さ119×奥行き331mm 
質量                  4.8kg 
付属品                 システムリモコン 

※1 radiko.jpの対応(聴取可能) エリア、対応放送局について詳しくはradiko.jpのWebサイト（http://radiko.jp）をご覧ください。 
※2 本機と無線LANルーターとの有線接続が必要です。また対応するiPod touch/iPhone、Android OSについては 
  当社ホームページをご参照ください。 
※3 その他MP3/WMA/WMA Lossless/AAC/Ogg Vorbis/LPCMファイルを再生することができます。 
＊製品詳細は、http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/index.htmの「CRシリーズ」ページをご参照ください。 

B:ブラックモデル 

S:シルバーモデル 
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2ウェイ・スピーカーシステム D-112EXT(D) 

¥48,300（税込/2台1組）   9月上旬発売予定 

2ウェイ・スピーカーシステム D-55EX(D) 

¥27,720（税込/2台1組）   8月中旬発売予定 

2ウェイ・スピーカーシステム D-055(B) 

¥27,720（税込/2台1組）   8月中旬発売予定 

■ウーファー：12cm N-OMFコーン 
■ツィーター：2.5cm ソフトドーム 
■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） 
 
定格インピーダンス          4Ω            
最大入力                    70W 
定格感度レベル             83dB/W/m      
周波数特性                                55Hz～35kHz 
クロスオーバー周波数        2.5kHz  
キャビネット内容積                      5.7リットル   
最大外形寸法（1台）           幅154×高さ245×奥行き258mm 
質量（1台）                                  3.6kg              

■ウーファー：10cm N-OMFコーン 
■ツィーター：3cm リング 
■スピーカー入力端子：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） 
 
定格インピーダンス          6Ω            
最大入力                    80W 
定格感度レベル             83.5dB/W/m      
周波数特性                                60Hz～100kHz 
クロスオーバー周波数        2.5kHz  
キャビネット内容積                      5.5リットル   
最大外形寸法（1台）           幅148×高さ264×奥行き256mm 
質量（1台）                                  3.6kg                                  

■ウーファー：10cm N-OMFコーン 
■ツィーター：3cm リング 
■スピーカー入力端子：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） 
 
定格インピーダンス          6Ω            
最大入力                    80W 
定格感度レベル             84dB/W/m      
周波数特性                                60Hz～100kHz 
クロスオーバー周波数        2.5kHz  
キャビネット内容積                      5.1リットル   
最大外形寸法（1台）           幅162×高さ267×奥行き271mm 
質量（1台）                                  4.8kg                               

楽器やヴォーカルの輪郭をクリアに再現 

力強く量感豊かな低音再生が魅力 

細部まで繊細に表現するワンランク上のモデル 


