In-Ceiling Speakers
インシーリングスピーカー

Profile AIM7 Five

¥55,000（税別）/1台

UPC:664254011115

・フランジレスサランネット
・可動型7"ケブラーコーンウーファー
・可動型1"アルミマグネシウムドームツィーター
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・ティンバーマッチング

Fiveシリーズ

入力感度:91dB 1W/1m;最大許容入力:150W;周波数特性:35Hz〜20kHz
再生インピーダンス:8/6/4Ω
（低音域調整スイッチで切換）
外形寸法:φ244.0mm×D130.4mm;質量:2.0kg（グリル付）
カットアウト寸法:φ210mm

Profile AIM7 Three

¥38,000（税別）/1台

UPC:664254011122

・フランジレスサランネット
・可動型7"アルミニウムコーンウーファー
・可動型1"アルミニウムドームツィーター
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・ティンバーマッチング

Threeシリーズ

入力感度:91dB 1W/1m;最大許容入力:125W;周波数特性:40Hz〜20kHz
再生インピーダンス:8/6/4Ω
（低音域調整スイッチで切換）
外形寸法:φ244.0mm×D133.5mm;質量:1.9kg（グリル付）
カットアウト寸法:φ210mm

Profile AIM5 Three

¥25,000（税別）/1台

UPC:664254011191

・フランジレスサランネット
・可動型5"アルミニウムコーンウーファー
・可動型1"アルミニウムドームツィーター
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・ティンバーマッチング

Threeシリーズ

入力感度89dB 1W/1m;最大許容入力:100W;周波数特性:50Hz〜20kHz
再生インピーダンス:8/6/4Ω
（低音域調整スイッチで切換）
外形寸法:φ200.0mm×D124.6mm;質量:1.5kg（グリル付）
カットアウト寸法:φ168mm

Profile AccuFit CSR7 Three

¥47,000（税別）/1台

・フランジレスサランネット
・エンクローズド構造
・7"アルミニウムコーンウーファー
・可動型3/4"アルミニウムドームツィーター
・ティンバーマッチング

Threeシリーズ

入力感度:92dB 1W/1m;最大許容入力:125W;周波数特性:50Hz〜20kHz
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:φ244.0mm×D70.0mm;質量:1.9kg（グリル付）
カットアウト寸法:φ210mm

Profile CRS3

¥18,000（税別）/1台

UPC:664254010613

・フランジレスサランネット
・3"フルレンジアルミニウムコーンウーファー
・ティンバーマッチング

Threeシリーズ

入力感度86dB 1W/1m;最大許容入力:40W;周波数特性:80Hz〜16kHz
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:φ137.2mm×D84.3mm;質量:762g（グリル付）
カットアウト寸法:φ111mm
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UPC:664254012204

In-Ceiling Speakers
インシーリングスピーカー

Profile AIM7 DT Three

¥30,000（税別）/1台

UPC:664254011870

・フランジレスサランネット
・可動型7"デュアルボイスコイルアルミニウムコーンウーファー
・可動型1"デュアルアルミニウムドームツィーター
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
入力感度:92dB;最大許容入力:60W;周波数特性50Hz〜20KHz
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:φ244.0mm×Ｄ126.0mm;質量:1.95kg（グリル付）
カットアウト寸法:φ210mm

In-Wall Speakers
インウォールスピーカー

Profile AIM Cinema Five

¥118,000（税別）/1台

UPC:664254012297

・フランジレスサランネット
・可動型バッフル5 1/4"ケブラーコーンウーファー ×2
・可動型1"アルミマグネシウムドームツィーター
・ケブラー混織ペーパーコーンウーファー ×2
・高音域・中音域・低音域EQスイッチ搭載
・バイアンプ接続可
・ティンバーマッチング Fiveシリーズ
入力感度:91dB 1W/1m ;最大許容入力:200W;周波数特性35Hz〜20KHz
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:W229.0mm×H769.0mm×D104.0mm;質量:7.6kg（グリル付）
カットアウト寸法:W195mm×H735mm

Profile AIM Cinema Three

¥92,000（税別）/1台

UPC:664254012303

・フランジレスサランネット
・可動型バッフル5 1/4"アルミニウムコーンウーファー ×2
・可動型1"アルミニウムドームツィーター
・ケブラー混織ペーパーコーンウーファー ×2
・高音域・中音域・低音域EQスイッチ搭載
・バイアンプ接続可
・ティンバーマッチング Ｔｈ
ｒ
ｅｅシリーズ
入力感度:90dB 1W/1m;最大許容入力:175W;周波数特性39Hz〜20KHz
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:W229.0mm×H769.0mm×D104.0mm;質量:7.05kg（グリル付）
カットアウト寸法:W195mm×H735mm

Profile AIM LCR 3

¥70,000（税別）/1台

UPC:664254011221

・フランジレスサランネット
・5 1/4"アルミコーンウーファー×2
・可動型1"アルミニウムドームツィーター
・可動型バッフル
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・ティンバーマッチング Threeシリーズ
入力感度:90dB 1W/1m;最大許容入力:175W;周波数特性:39Hz〜20kHz
再生インピーダンス:8Ω/6Ω
（低音域調整スイッチで切換）
外形寸法:W434.4mm×H227.6mm×D99.7mm;質量3.9kg（グリル付）
カットアウト寸法:W370mm×H190mm
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In-Ceiling Speakers
インシーリングスピーカー

AccuFit Ultra Slim Three

¥50,000（税別）/1台

UPC:664254007859

・エンクローズド構造
・3"アルミニウムコーンウーファー ×2
・3"アルミニウムミッドレンジコーンウーファー ×2
・3/4"アルミドームツィーター
・ティンバーマッチング Ｔｈ
ｒ
ｅｅシリーズ
入力感度:90dB;最大許容入力:60W;周波数特性90Hz〜20KHz
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:φ252.0mm×Ｄ51.0mm;質量:1.5kg（グリル付）
カットアウト寸法:φ210 mm

AccuFit DT7 Three

¥45,000（税別）/1台

UPC:664254000614

・エンクローズド構造
・7"アルミニウムコーンウーファー
・3/4"デュアルアルミニウムドームツィーター
・高音域音圧調整スイッチ付
入力感度:91dB 1W/1m;最大許容入力:60W;周波数特性:55Hz〜20kHz
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:φ250.0mm×D77.0mm;質量2.0kg（グリル付）
カットアウト寸法:φ210mm

8.2BAS

¥38,000（税別）/1台

UPC:664254909207

・8" IMGデュアルボイスコーンウーファー
・ローパスクロスオーバースイッチ搭載（80Hz/120Hz切換）
・フェーズ切換スイッチ搭載（0/180°
）
入力感度：90dB 1W/1m;周波数特性：30Hz〜80Hz/30〜120Hz;許容入力：5〜100W
再生インピーダンス：8Ω
外形寸法:φ290.0mm×D112.0mm;質量:3.0kg（グリル付）
取り付けカットアウト寸法：φ250mm

In-Wall Speaker
インウォールスピーカー

AccuFit IW7 Three
・エンクローズド構造
・7"アルミコーンウーファー
・可動型1"アルミニウムドームツィーター
・高音域調整スイッチ付
・ティンバーマッチング Threeシリーズ
入力感度:91dB 1W/1m
最大許容入力:125W
周波数特性:50Hz〜20kHz
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法: W250.0mm×H369.0mm×D70.0mm
質量:2.7kg（グリル付）
カットアウト寸法:W210mm×H330mm
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¥50,000（税別）/1台

UPC:664254000577

Sound Enclosures
サウンドエンクロージャー

8 ラウドタイプ用エンクロージャー

SE1410 AIM8 / 8.2BAS

オープン価格

UPC:664254131752

SE1410 AIM5

オープン価格

UPC:664254937460

対応スピーカー：Proﬁle AIM5 Three

対応スピーカー：8.2BAS
外形寸法:W602.0mm×H322.0mm×D183.0mm
質量：3.1ｋｇ
隣接する部屋に対する消音効果（約10dB）
耐火機能（1時間）
を両立する専用エンクロージャー

7 ラウドタイプ用エンクロージャー

SE1612 CRS6 / AIM7

オープン価格

5 ラウドタイプ用エンクロージャー

UPC:664254929816

対応スピーカー：Proﬁle AIM7 Five/Three
外形寸法:W457.0mm×H457.0mm×D183.0mm
質量：3.1ｋｇ
隣接する部屋に対する消音効果（約10dB）
耐火機能（1時間）
を両立する専用エンクロージャー

外形寸法:W457.0mm×H457.0mm×D183.0mm
質量：3.2ｋｇ
隣接する部屋に対する消音効果（約10dB）
耐火機能（1時間）
を両立する専用エンクロージャー

Proﬁle AIM LCR用エンクロージャー

SE1612 AIM LCR

オープン価格

UPC:664254129520

対応スピーカー：Proﬁle AIM LCR 3
外形寸法:W457.0mm×H457.0mm×D183.0mm
質量：3.2ｋｇ
隣接する部屋に対する消音効果（約10dB）
耐火機能（1時間）
を両立する専用エンクロージャー

Out-Door Speakers
アウトドアスピーカー

OE6 One(W)
¥40,000（税別）/1台

UPC:664254000096

・6 1/2"グラファイトコーンウーファー
・可動型1"シルクドームツィーター
入力感度:89dB 1W/1m
最大許容入力:125W
周波数特性52Hz〜20KHz
再生インピーダンス:4Ω
外形寸法:H280.0mm×W1180.0mm×D172.0mm〜213.0mm
質量:3.35kg

OE5 One(W)
¥26,800（税別）/1台

UPC:664254000058

・5 1/4"グラファイトコーンウーファー
・可動型1"シルクドームツィーター
入力感度:89dB 1W/1m
最大許容入力:100W
周波数特性54Hz〜20KHz
再生インピーダンス:4Ω
外形寸法:H240.0mm×W170.0mm×D180.0mm〜220.0mm
質量:2.53kg

OE6 DT One(W)
¥57,500（税別）/1台

UPC:664254851032

・6 1/2"デュアルボイスコイルグラファイトコーンウーファー
・可動型1"シルクドームツィーター ×2
入力感度:90dB 1W/1m
最大許容入力:125W
周波数特性68Hz〜20KHz
再生インピーダンス:4Ω
外形寸法:H178.0mm×W305.0mm×D190.0mm〜226.0mm
質量:4.15kg

Ruckus6 One Granite

OG Three

UPC:664254009082

UPC:664254008993

¥33,000（税別）/1台

・6 1/2"シールドボイスコイルポリプロピレン
コーンウーファー
・1/2"同軸ポリプロピレンドームツィーター
・シリコン防水処理
入力感度:91dB 1W/1m;最大許容入力:80W;
周波数特性40Hz〜20KHz;再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:W327.0mm×H240.0mm×D265.0mm;質量:6.85kg

¥22,000（税別）/1台
・3"フルレンジアルミニウムコーンウーファー
・アルミニウムダイキャストキャビネット
入力感度:88dB 1W/1m;最大許容入力:20W;
周波数特性110Hz〜20KHz;再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:W95.0mm×H325.0mm×D176.0mm;質量:0.7kg
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