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ホームシアターコンポーネント総合カタログ

バリアフリーで広がる
快適音楽空間“ラクラクキット”

HTC37

このカタログの記載内容は2018年5月現在のものです。

※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。

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。

OPTION

オンキヨーグループは
適正な表示を推進しています。

Home Theater
Components

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）

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）

G3に声で呼びかけることで※Chromecast built-in 搭載の
AVレシーバーから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 対応 AVレシーバーを操作す
るには、AV レシーバー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。

JAN：4573211153477  JAN：4573211153484  

Smart Speaker G3

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：
〒130-0015 東京都墨田区横網1丁目10番5号

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&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

■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 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。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®ワードマークおよびロゴはBluetooth SIG,INC.が所有する登録商標です。■ドルビー、Dolby、Dolby Atmos、Dolby Vision、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、DTS Play-FiロゴはDTS社の
商標です。■THX SelectはTHX社の商標または登録商標です。■Re-Equalization、Re-EQロゴはTHX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、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。■Amazon Music、および関連するロゴは、Amazon.com、Inc.またはその関連会社の商標です。■A-OMF MONOCOQUE、OMF、VLSC、Theater-Dimensional、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。
　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。

ホームシアターコンポーネント総合カタログホームシアターコンポーネント総合カタログ

built-in
アシスタント



Emotion. Delivered.

音ではない。 真に届けたいのは、そこに込められた「想い」。

私たちは、音そのものに感動するわけではない。

音に込められた、アーティストの情熱に心を震わせるのだ。

だからこそ、その「想い」までも正確に伝えきりたい。

そして、そのためのノウハウを極めたい。

オンキヨーが70年にわたり、追求してきた境地がここにある。

「想い」まで伝えきる ―  それが、Emot ion .  De l ivered .
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それらがもたらす音により、あなたは、まるで作品の登場人物になったかのように
映画にのめり込むことになります。映画は「観る」から「体感する」へ。
オンキヨーはご家庭で手軽にお楽しみいただくためのソリューションも豊富にご用意しています。

■トップスピーカー（天井スピーカー）による5.1.2chのオブジェクトオーディオの再生イメージ

■Dolby Atmosイネーブルドスピーカーによる5.1.2chのオブジェクトオーディオの再生イメージ

■AccuReflexによる位相ズレ補正
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制作者の意図を忠実に再現する
サラウンドフォーマットDolby Atmos® と DTS:X®　

オンキヨーのAVレシーバーなら映画を体感するほかにも、様々な機器とネットワークで繋がり
ご家庭内でのエンターテインメントを楽しむことが可能です。（TX-RZ830、TX-NR686、TX-L50）

ネットワークで様々な機器と連携できるオンキヨーの
ネットワーク対応AVレシーバー

Dolby Atmos®、DTS:X®（オブジェクトオーディオ）の原理

通常のチャンネルベースのサラウンド（5.1chなど）は特定のスピーカー（例え
ば左のフロントチャンネルなど）から音が再生されるようにあらかじめブルーレ
イなどのディスクに音が割り振られています。一方、オブジェクトオーディオは、
ディスクに「ある地点に音を定位させなさい」という情報（位置情報）が記録さ
れており、対応のAVアンプ側で、その位置情報を元に、音を定位させるために、
それぞれのスピーカーからどのくらいの音を出すのかをコントロールして
（レンダリング処理といいます）トップスピーカー（またはDolby Atmosイネー
ブルドスピーカー）を含むすべてのスピーカーを使って三次元空間に音を定位
させています。また、ディスクに時間軸の情報も収録されているので、定位
させた音を自由自在に移動させることが出来るのです。

オンキヨーのネットワーク対応 AVレシーバーは、スマートフォンなどの
端末にインストールした Spotify などの音楽配信サービス、ラジオ、ポッド
キャストなどの Chromecast 対応の App から手軽にストリーミング再
生が可能な Chromecast built-in に対応しています。Chromecast 
built-in 対応機は、Googleアシスタント対応のスマートスピーカーやスマー
トフォンから声による操作※で対応音楽配信サービスの再生※が可能です。

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NASなどのメディアサーバー、DTS Play-Fi 対応
音楽配信サービスなどの音楽をネットワーク対応AVレシバーからストリー
ミング再生します。複数の DTS Play-Fi 対応機器をグルーピングし、
同期再生することも可能です。

AVレシーバーが対応している音楽配信サービス（Spotify など）や接続し
ている外部器機※などの音声を同一ネットワークに接続した FlareConnect
対応機器でストリーミング再生することが可能です。例えばリビングルームに
設置した AV レシーバーに接続したレコードプレーヤーや CD プレーヤーの音
声を、寝室や個室などに設置した FlareConnect 対応機器で再生すること
が可能です。また、 FlareConnect 対応機器に接続した機器の音声を AV
レシーバーで再生することも可能です。「Onkyo Controller App」を利用
すれば、音楽の選択や対応機器のグループ化などの再生管理を直感的に行う
こともできます。

※：Google アシスタントでの声による操作で可能なことは、Spotifyなどの対応する音楽
配信サービスの再生、停止、音量の増減となります。

※：対応する外部入力は機種によって異なります。詳細については以下でご確認ください。http://www.jp.onkyo.com/flareconnect/

手軽にオブジェクトオーディオが楽しめるDolby Atmosイネーブルドスピーカー

Dolby Atmos®、DTS:X® 対応AVレシーバー スピーカー接続可能数

高音質ワイヤレスオーディオ技術
DTS Play-Fi®対応

外部入力したソースもストリーミング再生ができるFlareConnect対応

Googleアシスタント対応のスマートスピーカーとも
連携する話題のChromecast built‐in対応

取付工事や天井裏への隠ぺい配線などが、必要になるトップスピーカー（天
井スピーカー）は手軽に設置するのは難しいもの。そこでオンキヨーでは
Dolby Atmosイネーブルドスピーカーをご用意して、今お使いのスピーカー
にアドオンするだけで、あこがれのDolby AtmosやDTS:Xの実現をお手
伝いします。Dolby Atmosイネーブルドスピーカーは、フロントスピーカー
の上などに設置して、天井の反射を利用してトップスピーカーと同等の効果を
実現するものです。オンキヨーの対応AVレシーバーとDolby Atmosイネー
ブルドスピーカーでオブジェクトオーディオをあなたのリスニングルームへ。

Dolby Atmosイネーブルドスピーカーをベストコンディションで楽しむ

Dolby Atmosイネーブルドスピーカーは天井に音を反射させること

でDolby Atmosなどのオブジェクトオーディオの特徴のひとつであ

る高さ方向のサウンドを手軽に楽しめます。しかし、天井に反射する

帯域の音とDolby Atmosイネーブルドスピーカーから直接聴こえる

帯域の音との間に僅かな時間差があり、聴感上の違和感になっていま

した。新機能AccuReflexはこの位相ズレを補正し、Dolby Atmos

イネーブルドスピーカーをベストコンディションでお楽しみ頂けます。

任意の三次元空間に
音を定位させること
ができます。

音を三次元空間上で
自由自在に動かせます。

その結果、ヘリコプターのローター音や、空から降ってくる雨音などが、
実際にそこに存在するかのように感じられるのです。

「AccuReflex」をONにすると

品  番 パワーアンプ
ch数 Dolby Atmos DTS:X

オブジェクトオーディオ スピーカー接続対応表 ※4

TX-NR686※1 7ch ◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯9chTX-RZ830 ※1

TX-L50※1※2 5ch ◯ ◯ ※3 ◯ ※3 -

-

◯

-◯

2.2(1).2ch 3.2(1).2ch 5.2.2ch

-

◯

-

5.2.4ch 7.2.2ch

※１：ファームウェアは最新のバージョンに更新してご利用ください。
※２：ファームウェアアップデートによりDolby AtmosとDTS:X対応となります。
※３：TX-L50はサブウーファー端子が1系統なので2.1.2chまたは3.1.2ch対応となります。
※４：スピーカー接続の表記方法について：（例）5.2.2chの場合、5はフロアスピーカーのch数、2（真ん中の数字）はサブウーファー接続可能数、2（三番目の数字）はトップスピーカーまたはDolby 

Atmosイネーブルドスピーカーの接続可能数です。

®

Dolby Atmosイネーブルドスピーカー
D-309H（B） 
¥64,800（税別）/2台1組
●JAN：4961330039879

Dolby Atmosイネーブルドスピーカー
SKH-410 （B） 
オープン価格/2台1組 
●JAN:4961330039077

音がしっかり定位していない 音がはっきりと定位して聞こえる



音声信号に含まれるエネルギーとダイナミズムを正確に捉え、ロスなく、制作者の想いまでも鳴らしきること。

それがオンキヨーのアンプ哲学である「ダイナミックオーディオアンプ」の考え方です。

実際の音声は、テスト信号のような変化のない静的なものではなく、変化を続ける動的な無数の波の集まりです。

SN比などの測定値による静特性も重要ですが、感情までをも伝えるサウンドの再生には動特性が鍵を握ります。

オンキヨーのAVレシーバーは激しい信号の変化に対し瞬時に反応すること、

すなわち優れた動特性により、作品が持つ「生命力」や「リアリティ」をお届けします。

0605

「ダイナミックオーディオアンプ」フィロソフィー

ハイカレントアンプ設計

オンキヨーのAVレシーバーは、70年の経験が蓄積されたハイカレント

（大電流）設計により、大型スピーカーの振動板も正確にコントロー

ル。音声信号の動的変化に瞬時に反応します。大電流が出力できる

ため、一般的にシアター用のフロントスピーカーとして使われる13 ～

■ 出力電流とドライブするスピーカーユニットの大きさのイメージ図

「ノンフェーズシフト」アンプ

パルスノイズを防ぐ音声処理技術「VLSC」

一般的なノイズフィルターでは、デジタル→アナログ変換で発生する

パルスノイズを完全には取り除けません。オンキヨー独自のフィルター

回路 VLSC（Vector Linear Shaping Circuitry）は、D/A 変

換後に信号を再構築することで、より原音に忠実な信号をアンプに

送ることができます。

16cmウーファーのユニットを余裕でドライブします。また上位機種の

TX-RZ830は、オーディオ試聴のメインシステムとして使われる

30cmクラスの大口径ユニットもしっかりドライブします。

アンプから出力される電流が大きいと、ス

ピーカー振動板の動き幅も大きくなります。

これによりスピーカーの能力が最大限に発

揮され、広いレンジの音声を正確に再生で

きるのです。

■位相のずれた音のイメージ ■位相の合った音のイメージ

■ VLSCと一般的なフィルターとの比較

オンキヨーのワイドレンジアンプ技術は、音が減衰を始めるポイント

をリスニングレベル周波数より高い位置に押し上げることで、位相ズレ

（フェーズシフト）を防ぎ、焦点の定まった音像を再現します。位相ズレ

が発生すれば、信号のタイミングが狂い、音像も崩れます。まるでネック

の歪んだギターのように音階の並びが不規則になり、音のイメージが

歪んでしまうのです。オンキヨーの AVレシーバーは位相ズレを防ぎ、

歪みのない正確な音をお届けします。

■ 出力電流とスピーカー振動板の動きのイメージ図

エッジが
伸びている

エッジが
たるんでいる

出力電流の
大きい AVレシーバー

出力電流の
小さい AVレシーバー

（エッジの伸びが
動きの大きさの目安）

※ 写真は、効果を分かりやすく説明するためのイメージです。 実際の音を表すものではありません。

入力されたデジタル信号は D/A コンバーターでアナログ信号に

変換された後、フィルターを通ります。しかし、一般的なフィルター

ではパルスノイズを完全に除去できません。残ったノイズは元の

信号とともにアンプによって増幅され、音の品質に悪影響を与え

ます。オンキヨーの VLSC はパルスノイズを除去し、原音に含ま

れるディテールまで正確に再現します。

8 cm ドライバーTX-RZ830

TX-NR686

10 cm ドライバー 13 cm ドライバー 16 cm ドライバー 30 cm ドライバー



0807

Surround

Visual 

Network 

Hi-Res Audio 

High Quality Sound 

Auto Sound Setting 

高音質

サラウンド

自動音場設定

ビジュアル

ハイレゾリューション オーディオ

9chアンプ搭載。様々なスピーカー配置で
Dolby Atmos®とDTS:X®の臨場感を楽しめる

Dolby Atmosイネーブルドスピーカーを最適に鳴らす
AccuReflexを搭載

視聴環境を自動で最適化するAccuEQ Advance搭載

対応ソフトが続々と増えるDolby AtmosとDTS:X。TX-RZ830は、これらの
サラウンドフォーマットに対応。9chアンプを搭載しているので、7.2.2chや
5.2.4chなど様々なスピーカー構成でお楽しみいただけます。またDolby
SurroundモードやNeural:Xモードを選択することで、Dolby Atmosや
DTS:Xに対応していないソフトもアップミックス処理により臨場感溢れる音場
空間でお楽しみいただけます。

Dolby Atmosイネーブルドスピーカーは、天井に音を反射させることでDolby 
Atmosなどのオブジェクトオーディオの特徴のひとつである高さ方向のサウンド

ハイカレントアンプ設計 ノンフェーズシフトアンプ

デジタルノイズを低減するフィルター回路「VLSC」

音が減衰するポイントを可聴周波数の外に追いやることで、位相ずれのない
焦点の定まった音像を実現します。

正確で安定したスピーカードライブを実現するためには、大電流をスピーカー
に供給する必要があります。そのためオンキヨーでは厳選されたカスタムメイ
ドの大型トランス、15,000μFの大容量コンデンサーを2基採用。大電流の
供給により発生する熱を放熱するヒートシンクは、長短、長さを変えたフィンを
採用することで共振を抑え、音質への悪影響を排除しています。その結果
4Ωスピーカーも余裕でドライブするため、ピュアオーディオ用をはじめ、
様々なタイプのスピーカーをお楽しみ頂けます。

一般的なLPF（ローパスフィルター）では完全に取り去ることが難しい、D/A
（デジタル/アナログ）変換時に発生するパルスノイズを独自技術で極限まで
減少させています（フロント2ch）。

スピーカーを正確にドライブしノイズを排除するオンキヨーのダイナミック オーディオアンプ フィロソフィー
オンキヨーでは３つの技術でコンテンツに込められた制作者の想いを余すことなく再現します。

※Dolby Atmosを再生するには、天井スピーカーもしくは
Dolby Atmosイネーブルドスピーカーの接続が必要です。

※AccuReflexによるDolby Atmosイネーブルドスピーカーの音響効果についてはP.3を参照ください。

※ Googleアシスタントでの声による操作で可能なことは、Spotifyなどのストリーミング
音楽の再生、停止、音量の増減となります。

TX-RZ830(B)
9.2ch対応AVレシーバー

リモコン（RC-911R）、電源ケーブル、測定用マイク、
AM室内アンテナ、FM室内アンテナ
JAN：4573211153590 

￥148,000（税別）

9chアンプ搭載でオブジェクトオーディオを迫真の臨場感で

シアターサウンド再生の世界基準
THX® Certified Select™準拠
シアターの世界的基準THXは、映画館特有の臨場感の再現を目的とした基準
や規定が細かく体系化されており、認可には厳格な審査に合格しなければなり
ません。TXｰRZ830は、THX Certified Selectに準拠。映画産業にかかわる技
術者の厳しい要求に高水準で応えられる、様々な仕様や性能が凝縮されています。

が手軽に楽しめます。しかし、天井に反射する帯域の音とDolby Atomsイネー
ブルドスピーカーから直接聴こえる帯域の音との間に僅かな時間差があり、これが
結果的に位相ズレを起こし、聴感上の違和感になっていました。新搭載の
AccuReflex（アキュリフレックス）をOnにすることで、この位相ズレを補正し、
最適な音場空間を実現します。オンキヨーのDolby Atmosイネーブルドスピー
カーとともに、Dolby Atmos、DTS:Xのサウンドをお楽しみください。

※YCbCr4:4:4 横3840画素x縦2160画素および横4096画素x縦2160画素の映像信号。

付属の測定マイクを使用して、スピーカーの数や距離、低音の調整、クロスオーバー周波数などを補正し部屋の環境を最適化できる、
音場設定機能 AccuEQ Room Calibration Advance（アキュイーキュー・ルーム・キャリブレーション・アドバンス）を搭載。基
本のAccuEQ に新たに部屋の複数個所での定在波測定が加わり、一層クリアでバランスの良い音をお楽しみいただけます。

ハイレゾ音源再生に対応 AKM384kHz/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、ぜひ
コンテンツと併せてお楽しみください。

音質に定評のあるAKM384kHz/32bitの新世代プレミアムDAC
を搭載。マルチチャンネルの8ch入力を備え、Dolby Atmosや
DTS:Xなどの最新サラウンドの高音質再生はもちろん、ハイレゾ音源
のDA変換にも対応しています。このDACの使用によりオンキヨー AV
レシーバーの魅力である「力強さ」に加えて「繊細さ」も実現しました。

Googleアシスタント対応のスマートスピーカーとも
連携する話題のChromecast built‐in対応

Bluetooth

スマートフォンなどの端末にインストールしたSpotify などの音楽配信サービス、
ラジオ、ポッドキャストなどのChromecast対応のApp から手軽にストリーミ
ング再生が可能なChromecast built-inに対応。またGoogleアシスタント
対応のスマートスピーカーやスマートフォンか
ら声による操作※で、TX-RZ830から対応
音楽配信サービスの再生※が可能です。

高音質ワイヤレスオーディオ技術DTS Play-Fi ®対応
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NASなどのメディアサーバー、DTS Play-Fi対応音楽配信
サービスなどの音楽をTX-RZ830からスト
リーミング再生します。複数のDTS Play-Fi
対応機器をグルーピングし、同期再生する
ことも可能です。

HDCP2.2に準拠した４K映像※と様々なHDR（ハイダイナミックレンジ）映像にパススルー対応
フルHD画質の4倍の解像度を誇る4K（Ultra HD）や3D映像信号にパススルー対応。4Kのデジタルコンテンツの保護技術HDCP2.2に
すべてのHDMI入出力が対応しています。さらに従来より大きな明暗差や滑らかな階調表現、豊かな色域を再現し、今まで困難だった太陽
光の眩しさや、暗いシーンに隠れたディティールなどが表現出来るHDR（ハイダイナミックレンジ）映像にも対応。Ultra HDブルーレイに採
用されたHDR10のほか、Dolby VisionTM 、HLG（Hybrid Log-Gamma）の３つの規格をパススルー出力します。また従来のBlu-ray
に比べて2倍以上の広い色空間をカバーするBT.2020にもパススルー対応しています。

外部入力のソースもストリーミング再生ができる
FlareConnect対応
TX-RZ830が対応している音楽配信サービスや接続している外部器機※などの
音声を同一ネットワークに接続したFlareConnect対応機器でストリーミング
再生することが可能です。例えばリビングルームに設置したTX-RZ830に

様々なリスニングスタイルで選べる、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、
Amazon Music※、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 に対応しています。

デュアルバンドWi-Fi®対応と ®無線技術に対応
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）対応
です。また、高音質コーデックAACに対応した ®無線技術を内蔵して
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。

ネットワーク

ハイレゾ音源再生に対応した USB 端子搭載（リアパネル）
アナログレコードプレーヤーが接続できる PHONO 端子（MM 対応）搭載
夜中の視聴時に最適なレイトナイト機能
音声信号の最短化でノイズを大幅に抑える PURE AUDIO モード
バナナプラグ対応のスピーカー端子

バイワイヤリング対応スピーカーとのバイアンプ接続に対応
電源ケーブルの交換が可能な ACインレット
音声と映像のズレを補正する A/Vシンク機能搭載
圧縮音源をより良い音で楽しめるミュージックオプティマイザー機能
別の部屋で異なる音源を同時に楽しむことができるZONE機能対応

Other Feature その他機能

接続したレコードプレーヤーやCDプレーヤーの音声を、寝室や個室などに設置
したFlareConnect対応機器で再生する
ことが可能です。また、対応機器に接続した
機器の音声をTX-RZ830で再生すること
も可能です。「Onkyo Controller App」
を利用すれば、音楽の選択や対応機器の
グループ化などの再生管理を直感的に
行うこともできます。

Bluetooth

※対応する外部入力は機種によって異なります。詳細については以下でご確認ください。
http://www.jp.onkyo.com/flareconnect/

※Amazon Musicは「Onkyo Music Control App」経由での再生が可能です。 
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Surround

Network 

Hi-Res Audio 

High Quality Sound 

Auto Sound Setting 

高音質

サラウンド

自動音場設定

ハイレゾリューション オーディオ

視聴環境を自動で最適化するAccuEQ搭載
付属の測定マイクを使用して、スピーカーの数や距離、低音の調整、クロス
オーバー周波数などを補正し部屋の環境を最適化できる、音場設定機能

AccuEQ Room Calibration（アキュイーキュー･ルーム・キャリブレーション）
を搭載。クリアでバランスの良い音をお楽しみいただけます。

制作者の想いを再現する圧倒的な臨場感。
Dolby Atmos®とDTS:X®に対応

Dolby Atmosイネーブルドスピーカーを最適に鳴らす
AccuReflexを搭載

対応ソフトが続々と増えるDolby AtmosとDTS:X。TX-NR686は、この最新
のサラウンドフォーマットに対応し、最大5.2.2chのスピーカー構成でお楽しみ
いただけます。またDolby SurroundモードやNeural:Xモードを選択するこ
とで、Dolby AtmosやDTS:Xに対応していないソフトもアップミックス処理に
より臨場感溢れる音場空間でお楽しみいただけます。

Dolby Atmosイネーブルドスピーカーは、天井に音を反射させることでDolby 
Atmosなどのオブジェクトオーディオの特徴のひとつである高さ方向のサウンド

ハイカレントアンプ設計 ノンフェーズシフトアンプ

デジタルノイズを低減する
フィルター回路「VLSC」

音が減衰するポイントを可聴周波数の外に追いやる
ことで、位相ずれのない焦点の定まった音像を実現
します。

厳選されたカスタムメイドの大型トランスや大容量
コンデンサーを採用。大電流をスピーカーに供給
することで正確で安定したスピーカードライブを
実現してます。さらに、強力な電源
供給と回路設計により４Ωスピー
カーも正確にドライブ。お手持ちの
ピュアオーディオ用をはじめ、様々
なタイプのスピーカーでお楽しみ
頂けます。

完全に取り去ることが難しい、D/A（デジタル/アナ
ログ）変換時に発生するパルスノイズを独自技術で
極限まで減少させています（フロント2ch）。

スピーカーを正確にドライブしノイズを排除するオンキヨーのダイナミック オーディオアンプ フィロソフィー
オンキヨーでは３つの技術でコンテンツに込められた制作者の想いを余すことなく再現します。

※Dolby Atmosを再生するには、天井スピーカーもしくは
Dolby Atmosイネーブルドスピーカーの接続が必要です。

※AccuReflexによるDolby Atmosイネーブルドスピーカーの音響効果についてはP.3を参照ください。

※ Googleアシスタントでの声による操作で可能なことは、Spotifyなどのストリーミング
音楽の再生、停止、音量の増減となります。

※対応する外部入力は機種によって異なります。詳細については以下でご確認ください。
http://www.jp.onkyo.com/flareconnect/

※Amazon Musicは「Onkyo Music Control App」経由での再生が可能です。

シアターサウンド再生の世界基準
THX® Certified Select™準拠
シアターの世界的基準THXは、映画館特有の臨場感の再現を目的とした基準や
規定が細かく体系化されており、認可には厳格な審査に合格しなければなりませ
ん。TXｰNR686は、THX Certified Selectに準拠。映画産業にかかわる技術
者の厳しい要求に高水準で応えられる、様々な仕様や性能が凝縮されています。

が手軽に楽しめます。しかし、天井に反射する帯域の音とDolby Atomsイネー
ブルドスピーカーから直接聴こえる帯域の音との間に僅かな時間差があり、これが
結果的に位相ズレを起こし、聴感上の違和感になっていました。新搭載の
AccuReflex（アキュリフレックス）をOnにすることで、この位相ズレを補正し、
最適な音場空間を実現します。オンキヨーのDolby Atmosイネーブルドスピー
カーとともに、Dolby Atmos、DTS:Xのサウンドをお楽しみください。

リモコン（RC-911R）、電源ケーブル、測定用マイク、
AM室内アンテナ、FM室内アンテナ
JAN：4573211153545 

￥92,000（税別）

NR600シリーズの最新鋭モデルがネットワーク機能を強化して登場

TX-NR686(B)
7.2ch対応AVレシーバー

その他機能

ハイレゾ音源再生に対応 AKM384kHz/32bitハイグレードDAC搭載
話題のDSD5.6MHz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、ぜひ
コンテンツと併せてお楽しみください。

音質に定評のあるAKM384kHz/32bitの新世代プレミアムDAC
を搭載。マルチチャンネルの8ch入力を備え、Dolby Atmosや
DTS:Xなどの最新サラウンドの高音質再生はもちろん、ハイレゾ音源
のDA変換にも対応しています。このDACの使用によりオンキヨー AV
レシーバーの魅力である「力強さ」に加えて「繊細さ」も実現しました。

Googleアシスタント対応のスマートスピーカーとも
連携する話題のChromecast built‐in対応
スマートフォンなどの端末にインストールしたSpotify などの音楽配信サービ
ス、ラジオ、ポッドキャストなどのChromecast対応のApp から手軽にストリー
ミング再生が可能なChromecast built-inに対応。またGoogleアシスタント
対応のスマートスピーカーやスマートフォン
から声による操作※で、TX-NR686から対
応音楽配信サービスの再生※が可能です。

外部入力のソースもストリーミング再生ができる
FlareConnect対応
TX-NR686が対応している音楽配信サービスや接続している外部機器などの
音声を同一ネットワークに接続したFlareConnect対応機器※でストリーミング
再生することが可能です。例えばリビングルームに設置したTX-NR686に

様々なリスニングスタイルで選べる、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、
Amazon Music※、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 に対応しています。

ネットワーク

ハイレゾ音源再生に対応した USB 端子搭載（リアパネル）
アナログレコードプレーヤーが接続できる PHONO端子（MM 対応）搭載
夜中の視聴時に最適なレイトナイト機能
音声信号の最短化でノイズを大幅に抑える PURE AUDIOモード
バナナプラグ対応のスピーカー端子

バイワイヤリング対応スピーカーとのバイアンプ接続に対応
電源ケーブルの交換が可能な ACインレット
音声と映像のズレを補正する A/Vシンク機能搭載
圧縮音源をより良い音で楽しめるミュージックオプティマイザー機能
別の部屋で異なる音源を同時に楽しむことができる ZONE 機能対応

Other Feature

接続したレコードプレーヤーやCDプレーヤーの音声を、寝室や個室などに設置
したFlareConnect対応機器で再生する
ことが可能です。また、対応機器に接続した
機器の音声をTX-NR686で再生すること
も可能です。「Onkyo Controller App」
を利用すれば、音楽の選択や対応機器の
グループ化などの再生管理を直感的に
行うこともできます。

Bluetooth

デュアルバンドWi-Fi®対応と ®無線技術に対応
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）対応
です。また、高音質コーデックAACに対応した ®無線技術を内蔵して
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。

Bluetooth

高音質ワイヤレスオーディオ技術
DTS Play-Fi ®対応
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NASなどのメディアサーバー、DTS Play-Fi対応音楽配信
サービスなどの音楽をTX-NR686からスト
リーミング再生します。複数のDTS Play-Fi
対応機器をグルーピングし、同期再生すること
も可能です。

Visual ビジュアル

※YCbCr4:4:4 横3840画素x縦2160画素および横4096画素x縦2160画素の映像信号。

HDCP2.2に準拠した４K映像※と様々なHDR（ハイダイナミックレンジ）映像にパススルー対応
フルHD画質の4倍の解像度を誇る4K（Ultra HD）や3D映像信号にパススルー対応。4Kのデジタルコンテンツの保護技術HDCP2.2に
すべてのHDMI入出力が対応しています。さらに従来より大きな明暗差や滑らかな階調表現、豊かな色域を再現し、今まで困難だった太陽
光の眩しさや、暗いシーンに隠れたディティールなどが表現出来るHDR（ハイダイナミックレンジ）映像にも対応。Ultra HDブルーレイに採
用されたHDR10のほか、Dolby VisionTM 、HLG（Hybrid Log-Gamma）の３つの規格をパススルー出力します。また従来のBlu-ray
に比べて2倍以上の広い色空間をカバーするBT.2020にもパススルー対応しています。
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5.1ch対応AVレシーバー　
TX-SR343（B） ¥48,000（税別）
リモコン（RC-897M）、AM室内アンテナ、FM室内アンテナ
●JAN：4961330039220

TX-SR343
AV Receiver  ホームシアターの楽しさを高画質・高音質で

実現するベーシック５．１ｃｈレシーバー

5.1ch対応AVレシーバー　
TX-L50（B） ¥65,000（税別）
リモコン（RC-934R）、測定用マイク、FM室内アンテナ
●JAN：4573211151886

TX-L50
AV Receiver  設置性とクオリティを高い次元で両立した

スリムな本格派AVレシーバー

スマートフォンをリモコンとして使えるオンキヨーコントローラー対応
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

Googleアシスタント対応のスマートスピーカーと
連携するChromecast built‐in対応※1

Chromecast対応Appから手軽に音楽配信サービス、ラジオ、ポッドキャストなど
のストリーミング再生が可能な Chromecast built-in に対応。また Google
アシスタント対応のスマートスピーカーやスマートフォンから声による操作※2で、
TX-L50 から対応音楽配信サービスの再生が可能です。

CDを超える情報量を持つハイレゾ音源に対応

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、
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。TX-L50は、
DSD5.6MHz/2.8MHzの他、FLAC、WAV、Applelossless 192kHz/
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。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。

話題の立体音響Dolby Atmos®とDTS:X®にアップデート対応

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Dolby AtmosとDTS:X。TX-L50は、ファームウェアの
アップデート対応により、このフォーマットに対応する安心設計です。

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。

視聴環境を自動で最適化するAccuEQ搭載

高音質Class Dアンプ採用

リビングルームは、オーディオ専用の試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。TX-L50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。 

Bluetooth

HDCP2.2に準拠した４K映像対応のHDMI端子を装備（４入力／１出力）。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HDR10や
BT.2020に対応しています。

最新の４Kテレビ対応

オリジナルカスタムコンデンサー

Surround

Visual

Network

Hi-Res Audio

High Quality Sound

Auto Sound Setting

高音質

サラウンド

自動音場設定

ビジュアル

ハイレゾリューション オーディオ

ネットワーク

Other Feature

※ファームウェアのアップデートについては、オンキヨ
ーWEBサイトのサポートページをご覧ください。

※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Dolby Atmosイネーブルドスピ
ーカーの接続が必要です。
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その他の仕様

制作者の想いを忠実に再現する独自の
アンプテクノロジーWRAT採用

クラスを超えた高音質を実現する、オンキヨー独自のアンプテクノロジー概念
WRAT（Wide Range Amplifier Technology）。ピュアオーディオで長年培っ
てきた、安定かつ正確なスピーカードライブを実現する技術です。WRATとクラス
最大級の130W/ch（実用最大出力）のハイパワーの両立により、コンテンツ制作者
の「想い」を余すところなく再現します。

イラストによる接続ガイドで簡単セッティングを実現

極太ケーブルやバナナプラグとの接続も可能な
スピーカー出力端子（フロント２ｃｈのみ）

スピーカー出力端子は、極太ケーブルも接続が
できるネジ式スピーカー端子を採用。さらにバナ
ナプラグにも対応し、ケーブルや接続部分をこだわ
って楽しむことができます。 

先進の映像フォーマット４K※をフルサポート
最新の著作権保護技術HDCP2.2に準拠

フルHD画質の4倍の解像度を誇り、次世代ディスプレイの規格として注目を集め
る4K（Ultra HD）。TX-SR343は、4Kや3D映像信号への対応（パススルー）
に対応しています。また、4K映像の信号伝送を全方位的にサポートする、最新の
4K/60pに対応したHDMI端子を装備。加えて、ハリウッドの大手映画会社が、
推奨するデジタルコンテンツの保護技術HDCP2.2にも対応しています。将来的に
コンテンツの充実が期待される4K映像も、安心して楽しめる機能が充実しています。　
※YCbCr4:4:4 横3840画素x縦2160画素および横4096画素x縦2160画素の映像信号。

背面パネルにはイラストによる接続機器を表示し、面倒な機器の接続をサポート
しています。

ご家庭のリビングで映画や音楽を楽しむための様々な機能を搭載

劇場用に作られた映画音声は、大きな音と小さな音の差が大きいため、環境音や人
の会話などの小さな音を聴くには、音量を上げる必要があります。夜中やマンション
など、大きな音量で楽しむことが難しい場合でもサラウンドを楽しめる機能を搭載し
ています。音量幅を小さくして、全体の音量を上げずに小さな音も聴こえ、夜中などに
音量を絞って映画を鑑賞するときに便利な「レイトナイト機能」（ドルビーデジタル、
ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD時のみ）を搭載しています。また、フェーズ 
マッチング バスは豊かな低音とクリアな中高音の両立を実現することにより、音楽
ソフトなどではパワフルなベースとクリアなヴォーカルをお楽しみいただけます。

フロントスピーカーだけで臨場感が楽しめるシアターディメンショナル

　　　　 ®機能搭載のスマートフォンなどに保存された音楽ソースをワイヤレス
再生することが出来ます。しかも  　　　   ®機能にも対応したミュージックオプ
ティマイザーを搭載しているのでMP3などの圧縮音源の高音質再生が可能です。
マルチチャンネルのホームシアターだけでなく様々なホームエンターテインメントを
お楽しみいただけます。

Bluetooth

Bluetooth

スマートフォンなどの音楽ソースを無線で
楽しめる　　　　    ®機能搭載

● TIバーブラウン製１９２ｋHz/２４ｂｉｔ　ＤＡＣ
● フロント入力端子（アナログ映像・音声）
● ヘッドホン端子搭載
● 映像と音声のずれを補正するA/Vシンク機能

後方にもスピーカーを配置する5.1chサラウンドシステムはリアルな臨場感
を感じることが可能で魅力的ですが、導入には設計場所やコストなどハードル
が高いことも事実です。将来的には本格的な5.1chを楽しみたいが導入時
には難しい場合など、フロントスピーカー2台だけで豊かな臨場感を再現する
「Theater-Dimensional（シアターディメンショナル）」を搭載しました。フロント
スピーカーだけで構成する音響システムは、いかに前方のスピーカーでしっかり
としたサラウンド感を演出できるかが鍵となります。バーチャルサウンドDSP技術
「Theater-Dimensional」は後方の奥行きや、スピーカーを設置していない前面
中央からも映画再生に重要なセリフやヴォーカルをリアリティ豊かに再生します。

Bluetooth

その他機能

※1 ファームウェアによるアップデート対応となります。
※2 Googleアシスタント対応のスマートスピーカーで声による操作で可能なことは、ストリーミング

音楽の再生、停止、音量の増減となります。

高音質ワイヤレスオーディオ技術
DTS Play-Fi ®対応※

「Onkyo Music Control App」から手軽に端末内や NAS などのメディアサー
バー、DTS Play-Fi 対応音楽配信サービスなどの音楽をTX-L50からストリー
ミング再生します。
※ ファームウェアによるアップデート対応となります。

外部入力のソースもストリーミング
再生ができるFlareConnect対応※1

対応の音楽配信サービスや接続している外部機器※2 などの音声を同一ネットワー
クに接続した FlareConnect 対応機器でストリーミング再生することが可能です。
例えば TX-L50 に接続したレコードプレーヤーや CD プレーヤーの音声を、他の
FlareConnect 対応機器で再生することが可能です。

様々なリスニングスタイルで選べる、ネット系音源に対応

デュアルバンドWi-Fi®対応と ®無線技術に対応

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※1、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※2に対応しています。

※1 ファームウェアによるアップデート対応となります。
※2 対応する外部入力は機種によって異なります。詳細については以下でご確認ください。

http://www.jp.onkyo.com/flareconnect/

※1 ファームウェアによるアップデート対応となります。
※2 radiko.jpプレミアムは有料サービスです。
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D-309X Series 最先端ユニット&高品位ターミナルを搭載

D-109X Series 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

2ウェイ・スピーカーシステム
D-309XE（B/D） ￥45,000（税別）/1台
■1台1梱包 ●JAN：（B）4573211152753/（D）4573211152760

センタースピーカーシステム
D-309XC（B/D） ￥27,000（税別）/１台
■1台1梱包 ●JAN：（B）4573211152777/（D）4573211152784

2ウェイ・スピーカーシステム
D-309XM（B/D） ￥24,000（税別）/１台
■1台1梱包 ●JAN：（B）4573211152791/（D）4573211152807

アンプ内蔵サブウーファーシステム
SL-D501（B/D） ￥56,000（税別）/１台
■1台1梱包 ●JAN：（B）4961330036090/（D）4961330036106

2ウェイ・スピーカーシステム
D-109XE（B/D） ￥45,000（税別）/2台1組
■2台1梱包 ●JAN：（B）4573211150346/（D）4573211150353

センタースピーカーシステム
D-109XC（B/D） ￥16,000（税別）/１台
■1台1梱包 ●JAN：（B）4573211150360/（D）4573211150377

2ウェイ・スピーカーシステム
D-109XM（B/D） ￥11,000（税別）/１台
■1台1梱包 ●JAN：（B）4573211150384/（D）4573211150391

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：4961330039862

D-509 Series 精細で見通しの良いサウンド。高い音楽性を実現したシリーズ最高峰モデル

※D-509Eは、チャンネルデバイダー機能対応

3ウェイ・スピーカーシステム
D-509E（B） ￥80,000（税別）/1台
■1台1梱包 ●JAN：4961330036908

センタースピーカーシステム
D-509C（B） ￥29,000（税別）/1台
■1台1梱包 ●JAN：4961330036922

2ウェイ・スピーカーシステム
D-509M（B） ￥23,000（税別）/１台
■1台1梱包 ●JAN：4961330036915

アンプ内蔵サブウーファーシステム
SL-D501（B/D） ￥56,000（税別）/１台
■1台1梱包 ●JAN：（B）4961330036090/（D）4961330036106

D-309XM（B）

D-309XE（B）

SL-D501（B） 

D-509C（B）

D-509M（B）

D-509E（B）

SL-D501（B） 

D-109XC（B）

D-109XM（B） 

D-109XE（B）

SL-T300（B） 

D-109XC（D）

D-109XM（D） 

D-109XE（D）

SL-T300（B） 

D-309XC（D）

D-309XM（D）

D-309XE（D）

SL-D501（D） 

D-309XC（B）

長きにわたり評価され続けた音へのこだわりを凝縮
音に込められた「想い」を体現するシアタースピーカー

Speaker System

精細で見通しのよい、ワイドなサウンド。

より精緻な音声フォーマットのすべてを再現しきるために、

そして世界で通用する音質を得るために

ヨーロッパのコンサートホールや教会、

オペラハウスを参考に音楽性を高めることに注力しました。

精悍なサウンドは新たなステージへ。

D-509 ser ies

専用設計のスピーカーユニット 〈D-509E〉

低域、中域、高域の3ウェイ構成のスピーカーシステムです。スコーカーユニットには、
ひずみを小さく広い再生帯域を実現した13cm N-OMF振動板を採用。空気抵抗から
解放されたダンパー部や、コイルの線材、接着剤の種類などひずみが小さくスピー
カーシステム全体での最適化を図りました。2基のウーファーユニットには力強さと
細やかな表現力を併せ持つA-OMFモノコック振動板を採用。ツィーターユニットに
は滑らかなサウンドで楽器の個性や空間感などの再現力が魅力のリング型の振動板
を採用しました。

コルクとスパイクを選択できるベース部 〈D-509E〉

設置環境や音質のお好みによりベース部に取り付けるスペーサーを選択すること
ができます。付属のコルクスペーサーによる設置の他、音質に配慮した専用設計の
真鍮削り出しスパイクが付属。床を傷つけにくく音質を向上します。さらに、スパ
イクは4点支持と3点支持※のセッティング方法を選択可能。計4種のセッティン
グ方法を柔軟に選択できる、充実のベース部を採用しました。

※4点支持設置を推奨いたします。
3点支持設置時は転倒を防止する
ため、市販のヒートンなどを使って
壁などに固定し、接地状態など安全
を十分確認したうえでご使用くだ
さい。

アンプより出力され、スピーカーシステムに入力された音楽信号はスピーカー内部
のネットワーク回路により、ウーファーやツィーターが受け持つ最適な帯域に
分割されます。D-509Eは内部ネットワークを一部使用せず、入力された信号を
そのままダイレクトにスピーカーユニットへ送るチャンネルデバイダー機能を搭載。
低域のウーファーユニットに使用されるLPFと中域のスコーカーに使用される
HPFをバイパスすることで、スピーカー内部のネットワーク回路経由とは異なる
音質を楽しむことができます。通常接続とチャンネルデバイダー接続は背面の専用
スイッチで切り換えることができます。

※デジタル・プロセッシング・クロスオーバー・ネットワーク機能を搭載したAVレシーバーや、チャン
ネルデバイダーを用いたマルチアンプシステムで使用することができます。

低域をコントロールできるバスレフダクト 〈D-509E〉
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
放出するバスレフダクトを背面に装備。幾度もの試作とヒアリングにより口径と
長さを割り出し、最適な位置に配置することで豊かな低音を奏でます。さらに付属
の吸音スポンジをバスレフダクトに挿入することで低音の量感やダンピングを調整
することができます。

心に響く表現力を得たリングツィーター 〈D-509 series〉
ウーファーの低音に見合った質の高い高域を再生するために、超高域までクリアな
再生を実現する最先端技術リング型ツィーターを採用。ツィーターは中高域の再生
を担当し、特にヴォーカル帯域の表現力を左右します。搭載されるリング型ツィー
ターは、振動板の内周と外周の中間点を駆動させるバランスドライブ構造によって、
振幅の正確性を向上し、分割振動を抑えて20kHz近くまでのピストンモーション
領域を実現しています。高域に細やかなニュアンスが求められる楽器の個性や
空間の広がり感、ヴォーカルなどの再現力に、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。

ダイナミックな音楽性を引き出すウーファーユニット 〈D-509 series〉
さまざまなアンプと組み合わせても朗々と鳴り響きダイナミックな音楽性を引き出
すスピーカーを求めて、要となる振動板を開発。特に能率を高めて反応を良くする
ことに重点を置き、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
追求しました。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
することで、迫力がありながらも繊細な表現力をあわせ持つウーファーユニットに
仕上げました。

コルク スパイク スパイク3点①※ スパイク3点②※

●チャンネル
　 デバイダー時

●通常接続時
High
Pass
Filter

High
Pass
Filter

Low
Pass
Filter

Low
Pass
Filter

ツィーター

スコーカー

ウーファー

ウーファー

全帯域信号

High
Pass
Filter

High
Pass
Filter

Low
Pass
Filter

Low
Pass
Filter

ツィーター

スコーカー

ウーファー

ウーファー

高域信号

低域信号

×

×

内部ネットワークをオフにできる
チャンネルデバイダー機能搭載 〈D-509E〉
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自然な音場再生を実現する同軸2ウェイスピーカー

ウーファーユニットには他のD-309Xシリーズ同様に強靭なアラミド繊維をベース
に、固有ノイズが少ない不織布の３層コットン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振動板を採用しました。また、ツィーターユニ
ットをウーファーユニットと同軸構造とすることで、ウーファーとツィーターの音源を
一致させ、ユニット間の音のつながりをスムーズにし、一体感ある自然な音場再生を
可能にしました。

自社開発 N-OMF振動板を採用

強靭なアラミド繊維をベースに、固有ノイズが少ない不織布の３層コットンをハイブ
リッド成形し、量感豊かな低音再生を可能にしたN-OMF振動板を採用しています。

音域の輪郭を鮮明にする砲弾型イコライザーを装備

ウーファーユニットの中央部に装備した砲弾型イコライザーは、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とクリアな中低音を実現。音域の輪郭が
より鮮明になり、映画も音楽もより高品位な再生が可能です。

位相乱れの少ないネットワーク回路（D-309Xシリーズのみ）

D-309Xシリーズのネットワーク回路のスロープ特性は12dB/octを選択。位
相の乱れが少なく各ユニットの実力を引き出す仕様となっています。

音質向上のため、オンキヨーノウハウで内部構造を最適化

内部構造はエンジニアが試聴による音質検討を重ね、オンキヨー独自のノウハウを駆
使。D-309XEのキャビネットは、バスレフダクトや桟（さん）、吸音材の配置などを
最適化。またD-309Xシリーズは前モデルからネットワーク基板を見直し最適化して
います。D-109Xシリーズのキャビネットでは剛性を高める構造を採用しています。

超高域再生を実現するツィーターユニット

スタイリッシュな外観のイネーブルドスピーカー

Dolby Atmosイネーブルドスピーカーに要求される特性を満足するために構造
設計、ユニット設計段階から作り込み、スタイリッシュな外観とクオリティを両立し
ています。仕上げは、密度の高いMDF材をベースに、全体的に十分な厚みを持たせ
幾重もの入念な塗装による漆黒のピアノ仕上げを施しています。

ハイクオリティ設計

ネットワーク回路にスムーズなつながりが得られる12dB/octタイプを選択。また
吸音材の適切配置などにより美しい響きを実現しま
した。スピーカーターミナル部には、導電性に優れる
金メッキの真鍮削り出しタイプを採用。接点におけ
る信号の伝送ロスを防ぎ、経年変化による信号伝導
力の劣化も抑える高品位な仕様です。

手軽にお楽しみ頂ける
Dolby Atmos
イネーブルドスピーカー

ハイスピードな低音を実現するAERO ACOUSTIC DRIVE

「空気をいかに駆動するか」という着想で、重心が低くよりハイスピードな低音を実現させるオンキヨー独自技術
AERO ACOUSTIC DRIVE（エアロアコースティックドライブ）を採用。ダクトを細長いスリット形状にすることに
より、空気の圧力を高めて、重心が低くスピード感あふれる超低音を再生します。また、ダクトからの風切り音などの
音質に悪影響を及ぼす不要なノイズを極限まで低減させ、低域再生範囲の拡大も実現させています。

アンプ部はオンキヨー独自設計のデジタル電源を採用

SL-T300は設置の自由度を高めるため縦置き、横置き設置可能な設計にしています。そのために発熱が少なく、
効率に優れ小型化が可能なデジタルアンプを採用しています。オンキヨーでは独自設計のデジタル電源を採用し電源
とアンプの動作クロックを正確に一致させる同期回路を搭載することで、小型ながら明瞭で力強い低域が楽しめます。

リビングでシアターを楽しむための仕様

●日本のリビングに「これなら置ける」スリムサイズ設計。
しかも縦置きだけでなく横置き設置も可能です。
●適度な硬さでムラの無い密度をもつMDF材採用
●自社設計の16cmユニットを採用
●オートパワーオン/スタンバイ

可変式ハイカットフィルターを搭載

オンキヨーのFRシリーズやCRシリーズなどのSubwoofer
プリアウト付きのミニコンポとSL-T300をご使用に
なる場合、組み合わせるスピーカーに応じてハイカット
周波数を調整できるため、自然なつながりで低域から
高域まで再生することができます。

2種類（黒/木目）のバリエーションをラインナップ

両シリーズともお部屋の雰囲気に合わせて選べる黒と木目の２種類のバリエーシ
ョンをご用意。※　D-309Xシリーズの黒は入念な塗装を施したピアノ仕上げを、
木目はリアルウッドをベースにクリア塗装を重ねた突き板仕上げとなっています。
D-109Xシリーズでは黒、木目ともアクセント
としてフロントバッフルに光沢仕上げを施して
います。素材は適度な硬さでムラの無い密度を
持つMDF材を使用しています。

※D-309HとD-109Xシリーズのサブウーファー
SL-T300は黒のみです。

D-309Xシリーズでは可聴帯域上限とされる20kHz近くまで分割振動（音の濁り
の原因）を抑えたリング型振動板※1を、D-109Xシリーズでは定評あるバランスド
ーム型振動板を採用。D-309Xシリーズでは100kHz※２、D-109Xシリーズでは
80kHzという可聴帯域を遥かに超える超高域までの再生を実現。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。

リビングのインテリアにマッチする

スタイリッシュなデザインと

クリアで切れのあるサウンド。

D-309X /D-109X ser ies

SL‐D501/A251ともに、ウーファーユニットには力強さに定評がある大口径20cmA‐OMFモノコックウーファー
ユニットを搭載。量感ある低音再生を実現します。

一般的な円筒型ダクト固有の音の「こもり」を抑えるスリット型ダクトによるオンキヨーの独自技術アドバンスド
AERO ACOUSTIC DRIVEを採用。空気の圧力を高めて、重心が低くスピード感あふれる重低音を実現して
います。この技術によりダクトからの風切り音などの音質に悪影響を及ぼす不要なノイズを極限まで低減させ、低域
の量感向上も併せて実現しています。またダクト部を本体とは別パーツにすることで、ダクト周辺での不要な振動
の伝搬を大幅に抑え、量感とスピード感を兼ね備えた低音再生に貢献しています。

SL‐D501はスピーカーユニットを意のままにドライブする、高い電力効率を誇るオンキヨーの独自技術VLデジ
タルアンプを搭載。音色の変化を引き起こすノイズの影響を排除し、原音に忠実な信号伝達を実現しています。
VLデジタルアンプは、大口径のウーファーユニットの駆動にも余裕で対応する豊富なドライブ電流により、大出力
時にも正確なスピーカーユニット駆動が可能になり、電力効率約90%というデジタルアンプならではのパワフルさ
（一般的なアナログアンプは最大でも70%程度）を活かしながら、デジタル機器固有のパルス性ノイズの大幅な
排除に成功した独自のデジタルアンプ技術です。

SL-D501のキャビネット基材には、密度が均一で響きが美しいMDFをはじめとする天然素材を採用。全体的に
充分な厚みを持たせる中で、特に重量級のユニットを支えるバッフル面には肉厚の素材を使用。インテリア性を
追求した高光沢ピアノ塗装仕上げキャビネットと、天然木の風合いとクリア塗装の光沢感が特長的なリアルウッド
突き板仕上げキャビネットの2タイプを採用しています。

TK-L70(W)

TK-L70(B)

天井/壁面取付けスピーカーブラケット  
TK‐L70（W/B） ￥5,500（税別）/１台
対応スピーカー：D-509M/309XM/109XM
スピーカー取付けネジ（M5×14mm×2本、M5×20mm×2本）、六角レンチ付属
■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。
D-509M/309XM/D-109XMの壁面への取付け時は、
スピーカー背面のネジ穴をご使用ください。
●JAN ：（W）4961330015880  （B）4961330016061

スピーカースタンド  
AS-85H（B） オープン価格/2台1組
対応スピーカー：D-109XM
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：4961330036397
※D-509M/309XMの取付けには非対応です。

※１：D‐309Hのツィーターユニットはバランスドーム型です。　
※2：D‐309Hの周波数特性は70Hz～38kHzです。

※サブウーファーは除く

Dolby Atmosイネーブルドスピーカー
D-309H（B）　¥64,800（税別）/2台1組
●JAN：4961330039879

Options

豊かでキレのある重低音再生。

最新のサラウンドフォーマットを鳴らしきるポテンシャル。

すべては理想のホームシアター実現のために。

Subwoofer  SL-D501/SL-A251/SL-T300

量感ある低音再生を実現する大口径ユニット搭載

音楽をノイズから解放するオンキヨーオリジナル技術VLデジタルアンプ

ハイスピードな低音を実現するAERO ACOUSTIC DRIVE

ピアノ塗装仕上げ／リアルウッド突き板仕上げの2タイプキャビネット（SL-D501）

SL-T300（B）  ¥28,300（税別）/1台
●JAN：4961330039862

SL-D501（B/D）  ¥56,000（税別）/1台
●JAN：（B）4961330036090　（D）4961330036106

SL-A251（B）  ¥34,000（税別）/1台
●JAN：4961330036229

D-309Xシリーズに
Dolby Atmos
イネーブルドスピーカー登場

Speaker Unit　スピーカーユニット

Cabinet　キャビネット

縦置き・横置きの出来る
スリムサブウーファー

Dolby Atmos  イネーブルドスピーカー
SKH-410 （B） オープン価格/2台1組 

＊イネーブルドスピーカーは、視聴時に耳の位置よりも上に設置してください。

■スピーカータイプ：フルレンジ ■最大入力：100W
■定格感度レベル：84dB/W/m ■周波数特性：90Hz～20kHz
■最大外形寸法：幅120×高さ155×奥行き153mm
■質量(1台)：1.2kg ■スピーカーユニット：8cmコーン
●JAN:4961330039077

※SL-A251は瞬時に大容量の電流を供給できるアナログアンプを搭載しています。

写真はD‐309XE（B）との組み合わせ例です。



D-109Xシリーズ D-309Xシリーズ D-509シリーズ

サラウンド
フォーマット

ファイル音源

ストリーミング
サービス/
インターネット
ラジオ

オーディオ機能

ビデオ機能

インターフェース

定格

入出力端子

その他

型式
定格インピーダンス
最大入力

定格感度レベル

周波数特性
クロスオーバー周波数

スピーカーシステム

ツィーター/スコーカー
防磁設計（JEITA）※

質量（1台）

最大外形寸法（1台）

ウーファー

ターミナル

ブラケット/スタンド/壁面取付仕様

付属品

2ウェイ・バスレフ型
6Ω
80W（109XMは40W）

83dB/W/m（109XMは81dB/W/ｍ）

109XE：55Hz～80kHz、109XC/109XM：70Hz～80kHz
8kHz

2cmバランスドーム/―
―

109XE：4.6kg、109XC：1.9kg、109XM：1.2kg

109XE：幅200×高さ900×奥行き253mm
109XC：幅275×高さ102×奥行き128mm
109XM：幅102×高さ175×奥行き128mm

109XC：背面壁掛け用金具×2付属（200mmピッチ）
109XM：ブラケット/スタンド取付用ネジ穴×2
            （底面60mmピッチ/径5mm）装備、背面壁掛け用金具×1
109XE：スピーカーケーブル（3m）×2、コルクスペーサー×8、

   転倒防止用スタンドアタッチメント×2付属
109XC：スピーカーケーブル（3m）、コルクスペーサー×4、壁掛け金具×2
109XM：スピーカーケーブル（8m）、コルクスペーサー×4、壁掛け金具×1

8cm N-OMFコーン×2
（109XMはN-OMFコーン×1）

109XE：金メッキ真鍮削り出しネジ式（バナナプラグ対応）
109XC/XM：プッシュ式

2ウェイ・密閉型（309XEは2ウェイ・バスレフ型）
6Ω
100W（309XM、309Hは80W）

309XE：87dB/W/m、309XC：88dB/W/m、
309XM：85dB/W/m、309H：83.5dB/W/m

309XE：65Hz～100kHz、309XC/XM：90Hz～100kHz、309H：70Hz～38kHz
2.5kHz（309Hは5kHz）

3cmリング/―（309Hは2cmバランスドーム型/―）
―

309XE：10.7kg、309XC：4.7kg、309XM：2.8kg、309H：2.2kg

309XE：幅270×高さ952×奥行き300mm
309XC：幅418×高さ143×奥行き154mm
309XM：幅143×高さ245×奥行き165mm
309H：幅142×高さ136.5×奥行き238.5mm

309XC：背面壁掛け用ネジ穴×2装備（340mmピッチ）
309XM：ブラケット取付用ネジ穴×2（底面および背面60mmピッチ/

　径5mm）装備、背面壁掛け用金具×1付属
309XE：スピーカーケーブル（3m）、コルクスペーサー×4付属
309XC：スピーカーケーブル（3m）、コルクスペーサー×4付属
309XM：スピーカーケーブル（8m）、コルクスペーサー×4付属
309H：スピーカーケーブル（3m）×2、滑り止めシート（2個）、クッション（8個）

10cm N-OMFコーン×2
（309XM、309Hは10cm N-OMFコーン×1）

金メッキ真鍮削り出しネジ式
（バナナプラグ対応、309XEはバイワイヤリング接続にも対応）

2ウェイ・密閉（509Eは3ウェイ・バスレフ型チャンネルデバイダー対応）
4Ω
150W（509Mは120W）

509E:84dB/W/m、509C:86.5dB/W/m、509M:83dB/W/m

509E:40Hz～100kHz、509C:65Hz～100kHz、509M:60Hz～100kHz
509E:INTERNAL CROSSOVER時 450Hz、2.8kHz/EXTERNAL CROSSOVER時 -、2.8kHz　509C:2.9kHz、509M:2.8kHz

3cmリング/509E:13cm N-OMFコーン
―

509E:16.4kg、509C:5.9kg、509M:3.5kg

509E :幅275×高さ991×奥行き370mm
509C :幅500×高さ164×奥行き176mm
509M:幅164×高さ280×奥行き187mm

509M:ブラケット取付用ネジ穴×2
         （底面および背面60mmピッチ/径5mm）装備

  背面壁掛け用金具×1付属
509E :スピーカーケーブル（3m）、コルクスペーサー×4、スパイク×4、吸音スポンジ×1
509C :スピーカーケーブル（3m）、コルクスペーサー×4、スパイク×2、
           スパイクナット×2、ナイロンワッシャー×2、スパイク受皿×2
509M :スピーカーケーブル（8m）、コルクスペーサー×4

509E :13cm A-OMF モノコックコーン×2、
509C :13cm N-OMFコーン×2、
509M:13cm N-OMFコーン×1

金メッキ真鍮削り出しネジ式
（バナナプラグ対応、509Eはバイワイヤリング接続にも対応）

再生対応音楽フォーマット（ネットワーク/USB）
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D-109XE D-109XC/XM

D-309XE D‐309XC/XM/H

D-509E D-509C/M

SL-A251 SL-D501サブウーファーシステム

アンプ内蔵バスレフ型
100W（4Ω、JEITA）
25Hz～200Hz/25Hz～1.5kHz
32.7リットル
55W（電気用品安全法技術基準）
幅285×高さ476×奥行き447mm
19.0kg
20cm A-OMFモノコックコーン
○
可変（50～200Hz）
接続用ピンケーブル（3m）、コルクスペーサー×4

アンプ内蔵バスレフ型
95W（4Ω、JEITA）
30Hz～300Hz（カットオフフィルター200Hz時）
12.6リットル
35W
幅435×高さ144×奥行き377mm
6.4kg
16cmコーン
―
可変（50～200Hz）
接続用ピンケーブル（3m）、縦置き用クッション×4、目隠しラベル×4

※1: デジタルオーディオ入力端子かアナログオーディオ入力端子に接続した外部機器と「NET」、「BLUETOOTH」、「AM」、「FM」入力切換の信号の場合のみ音が出ます。※ 
2:ZONE2 については HDMI 接続（2ch PCM のみ）/LAN 接続 / デジタル接続 /USB/ アナログ接続 / 本機チューナーからの音声出力に、ZONE3 については LAN 接
続 /USB/ アナログ接続からの音声出力に対応しています。※3: 光および同軸端子から入力できる PCM 信号は 32/44.1/48/88.2/96kHz、16/20/24bit です。※4:
（1） USB メモリーに対応しています。（2）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。（3）USB メモリーのフォーマット
は、FAT16、 FAT32に対応しています。（4）USBメモリーがパーティ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。（5）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：TX-RZ830、TX-NR686、TX-L50 は対応サンプリングレート 88.2kHz 以上および DSD の無線 LAN 経
由での再生には対応していません。※6：USB再生のみ対応です。※7 フロント入力は YCbCr4:2:0 までの対応となります。  

※D-509/309X/109Xシリーズ、SL‐A251、SL‐T300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。
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AV Receiver Feature 

Speaker System Feature & Interface

AV Receiver Interface

TX-RZ830

TX-NR686

TX-SR343

TX-L50

SL-T300

価格 メーカー希望小売価格（税別）

型式
実用最大出力
周波数特性（FILTER時/DIRECT時）
キャビネット内容積
消費電力
最大外形寸法
質量
ユニット
防磁設計（JEITA）※
ハイカットフィルター
付属品

アンプ内蔵バスレフ型
75W（5Ω、JEITA）
30Hz～200Hz/30Hz～1.5kHz
25.1リットル
50W（電気用品安全法技術基準）
幅255×高さ399×奥行き443mm
13.5kg
20cm A-OMFモノコックコーン
―
可変（50～200Hz）
接続用ピンケーブル（3m）、コルクスペーサー×4

入力 ： ライン入力、ワンタッチ式スピーカー入力
出力 ： ライン出力、ワンタッチ式スピーカー出力

入力 ： ライン入力、ワンタッチ式スピーカー入力
出力 ： ライン出力、ワンタッチ式スピーカー出力

入力 ： ライン入力
出力 ： なし

THX認証
Dolby Atmos®

DTS:X®

Dolby True HD、DTS‐HD Master Audio、AAC

DSD再生

Spotify
Amazon Music
radiko.jp/radiko.jpプレミアム
TuneIn
ハイカレントアンプ設計
VLSC（Vector Linear Shaping Circuitry）
オプティマムゲイン・ボリューム
デジタル信号補正手法
Theater-Dimensional
シネマフィルター機能
レイトナイト機能
A/Vシンク機能
PURE AUDIOモード
ミュージックオプティマイザー
AccuReflex
D/Aコンバーター
DSP
HDMI 4K/60p（パススルー）
HDCP2.2
HDR10（パススルー）
Dolby Vision（パススルー）
HLG（パススルー）
BT.2020
3D対応/オーディオリターンチャンネル
ネットワーク対応
Wi-Fi接続対応
Bluetooth®無線技術
AirPlay
Chromecast built-in
DTS Play-Fi
FlareConnect
Onkyo　Controller対応
ZONE機能
FM/AMチューナー（プリセットチャンネル数）
CEC（RIHD）
定格出力
実用最大出力（1ch駆動時、JEITA）
パワーアンプch数
全高調波歪率
周波数特性
SN比（LINE、IHF-A）
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）/待機時電力
最大外形寸法/質量
HDMI端子
映像入力端子
映像出力端子
音声入力端子

音声出力端子

スピーカー出力端子
その他端子

付属品

－

MP3、WMA、AIFF(24bit/192kHz)、
WAV（24bit/192kHz）、
AAC、FLAC（24bit/192kHz）、
Apple Lossless（24bit/192kHz）、DSD（5.6MHz対応）
ドルビーTrueHD（24bit/192kHz）※6

THX Certified Select
○
○
○

○ （11.2MHzはダイレクト再生のみ、　  5.6/2.8MHzはダイレクト/PCM変換再生）

○

○（Onkyo Music Control App経由での再生）
○
○
○
○(フロントL/R）
○
PLL方式ジッタークリーナー
○
－
○
○
○
○
○
AKM 384kHz32bit×1、TI 384kHz32bit×2
シーラスロジック  クアッドコアDSP×1、TI製DSP×1
○（YCｂCr4:4:4）※7

7in/2out
○
○
○
○
○/○
○
○（5GHｚ/2.4GHｚデュアルバンド）
○
○
○
○
○
○
ZONE2/ZONE3対応※2　
○（40） ワイドFM対応
○
各ch130W（8Ω、THD+N 0.08%以下、20Hz～20kHz、2ch駆動時、JEITA）
各ch 215W（6Ω、1kHz）
9ch
0.08%（20Hz～20kHz、ハーフパワー）
5Hz～100ｋHz（+1dB、－3dB、Directモ－ド）
106dB
4～16Ω
640W/0.1W
幅435×高さ201.5×奥行き398mm/14kg
入力7、出力2
コンポーネント×2、コンポジット×2
－ （480i入力のみHDMI出力へアップコンバート出力可）
デジタル×3※3（光×2、同軸×1）、アナログ×6
アナログ×1（ZONE2）、11chプリアウト×1（Heightの2chは
ZONE3と兼用です）、サブウーファー×2
9（バナナプラグ対応）
ヘッドホン端子×1、LAN端子×1、USB端子×1※4、PHONO端子×1
リモコン（RC-911R）、電源コード、
測定用マイク、AM室内アンテナ、FM室内アンテナ

THX Certified Select
○
○
○

○（PCM変換再生）

○

○（Onkyo Music Control App経由での再生）
○
○
○
○（フロントL/R）
○
PLL方式ジッタークリーナー
○
－
○
○
○
○
○
ＡＫM  384kHz32bit
シーラスロジック  クアッドコアDSP×1
○（YCｂCr4:4:4）※7

7in/2out
○
○
○
○
○/○
○
○（5GHｚ/2.4GHzデュアルバンド）
○
○
○
○
○
○
ZONE2対応※1
○（40） ワイドFM対応
○
各ch100W（8Ω、THD+N 0.08%以下、20Hz～20kHz、2ch駆動時、JEITA）
各ch 190W（6Ω、1kHz）
7ch
0.08%（20Hz～20kHz、ハーフパワー）
10Hz～100ｋHz（+1dB、－3dB、Directモ－ド）
106dB
4～16Ω
490W/0.1W
幅435×高さ173.5×奥行き379.5mm/10kg
入力7、出力2
コンポーネント×2、コンポジット×2
－ （480i入力のみHDMI出力へアップコンバート出力可）
デジタル×3※3（光×2、同軸×1）、アナログ×7（フロントステレオミニ×1含む）

アナログ×1（ZONE 2）、サブウーファー×2

7（バナナプラグ対応）
ヘッドホン端子×1、LAN端子×1、USB端子×1※4、PHONO端子×1
リモコン（RC-911R）、電源コード、
測定用マイク、AM室内アンテナ、FM室内アンテナ

－
－
－
○

－

－
－
－
－
○
－
○
PLL方式ジッタークリーナー
○
○
○
○
－
○
－
TIバーブラウン  192ｋHz24bit
シーラスロジック  クアッドコアDSP×1
○（YCｂCr4:4:4）
4in/1out
－
－
－
－
○/○
－
－
○
－
－
－
－
－
－
○（40） ワイドFM対応
○
各ch65W（8Ω、THD+N 0.7%以下、20Hz～20kHz、2ch駆動時、JEITA）
各ch130W（6Ω、1kHz）
5ch
0.08%（20Hz～20kHz、ハーフパワー）
10Hz～100ｋHz（+1dB、－3dB、Directモ－ド）
100dB
6～16Ω
250W/0.1W
幅435×高さ160×奥行き328mm/7.8kg
入力4、出力1
コンポーネント×2、コンポジット×3
－ （480i入力のみHDMI出力へアップコンバート出力可）
デジタル×3※3（光×2、同軸×1）、アナログ×7

サブウーファー×1

5（フロントLRバナナプラグ対応）
ヘッドホン端子×1、RI端子×1

リモコン（RC-897M）、AM室内アンテナ、FM室内アンテナ

－
○（アップデート対応）
○（アップデート対応）

○

○（PCM変換再生）

○（アップデート対応）
－
○
○
－
－
○
PLL方式ジッタークリーナー
○
○
○
○
－
○
○（アップデート対応）
AKM 384kHz32bit
シーラスロジック  クアッドコアDSP×1
○(YCbCr4:4:4)
4in/1out
○
－
－
○
○/○
○
○（5GHz/2.4GHzデュアルバンド）
○
○
○（アップデート対応）
○（アップデート対応）
○（アップデート対応）
○
－
○（40） ワイドFM対応、AM非対応
○
各ch80W（4Ω、THD+N 1%以下、20Hz～20kHz、1ch駆動時、JEITA）
各ch80W（4Ω、1kHz）
6ch
－
10Hz～40ｋHz（+1dB/－3dB）
80dB
4～8Ω
60W/0.2W
幅435×高さ70×奥行き325.5mm/4.0kg
入力4、出力1
－
－
デジタル×2※3(光×1、同軸×1)、アナログ×2

サブウーファー×1

6
USB端子（フロント）※4×1、LAN端子×1、ヘッドホン端子×1、PHONO端子×1

リモコン(RC-934R)、FM室内アンテナ、測定用マイク

MP3、WMA、AIFF（24bit/192kHz）、WAV（24bit/192kHz）、
AAC、FLAC（24bit/192kHz）、
Apple Lossless（24bit/192kHz）、DSD（11.2MHz対応）、
ドルビーTrueHD（24bit/192kHz）※6

MP3、WMA、AIFF（24bit/192kHz）、WAV（24bit/192kHz）、
AAC、FLAC（24bit/192kHz）、
Apple Lossless（24bit/192kHz）、DSD（5.6MHz対応）、
ドルビーTrueHD（24bit/192kHz）※6

¥148,000 ¥92,000 ¥48,000 ¥65,000

TX-RZ830 TX-NR686 TX-SR343 TX-L50

※5




