
セプター SC-3 カタログ SSC03

このカタログの記載内容は2016年11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。

品番

形式

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（幅×高さ×奥行）

質量

使用スピーカー
    　　　　　　ウーファー
    　　　　　　ツィーター

ターミナル

防磁設計

付属品

SC-3（B）

2ウェイ・バスレフ型 

4Ω 

200W

87dB/2.83V/m

28Hz～50kHz

3kHz

300 × 484 × 440mm (ターミナル突起部含む)
300 × 484 × 450mm (グリルネット装着時、ターミナル突起部含む)

24.1kg 

20cm コーン型（ノンプレスONF）
ホーン型（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）

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 

無

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。

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 オンキヨー八重洲ビル

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

Specification

専用スピーカースタンド

SC-3専用スピーカースタンド AS-3（B）　¥60,000（税別）/1台（1台1梱包）
■外形寸法(幅×高さ×奥行、1台)：340mm × 591.5mm × 440mm（高さ：脚プレート使用時最大610mm）、 質量：本体：8.5kg

■付属品：スパイク×4、 脚プレート×4、 スピーカー取り付け部品一式（ねじ、ボルト、ワッシャー、六角棒スパナ）
●JAN：4573211152265

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スピーカーシステム「SC-3(B)」には、期間1年の保証書を添付しています（スピーカースタンド「AS-3（B）」は除く）。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。/ ステレオ
ペアを作るためには本機が2台必要です。/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。/ ONFは、オンキヨー株式会社の登録商標です。/ Alcantara®は、Alcantara S.p.A. の登録商標
です。/ 「サーモウール」は、株式会社コスモプロジェクトの登録商標です。/ 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。

■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。                             

背面

SPEAKER  SYSTEM



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。

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

伝統

”

墨”コーティング

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
墨を塗布した

ノンプレスONF振動板

『 音源に宿るアーティストの情熱を届けたい・・・  』

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。

「SC-3」は、SCEPTER プロジェクトがテーマとしている

「低域から高域まで、過去にない過渡応答特性を持った全く新しいユニット群の開発」から誕生した

画期的なスピーカーシステムです。

弛まぬ情熱を持った日本の探究心がオーディオに注がれた今、

音源に閉じ込められた生演奏の熱気を、心揺さぶられる程の感動を、

あなたにお届けします。

音　速　の　極　み 。

2ウェイ・スピーカーシステム
SC-3（B） ¥300,000（税別）/1台（1台1梱包）
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
※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
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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（下図）

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 Sculpt ing 

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

伝統

”

墨”コーティング

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

SC-3 のキャビネット
内部の彫り構造

ネットワークを構成する部品群

専用スピーカースタンド AS-3 に設置した様子
墨を塗布した

ノンプレスONF振動板

Alcantara ® を使用したフロントバッフル



セプター SC-3 カタログ SSC03

このカタログの記載内容は2016年11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。

品番

形式

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（幅×高さ×奥行）

質量

使用スピーカー
    　　　　　　ウーファー
    　　　　　　ツィーター

ターミナル

防磁設計

付属品

SC-3（B）

2ウェイ・バスレフ型 

4Ω 

200W

87dB/2.83V/m

28Hz～50kHz

3kHz

300 × 484 × 440mm (ターミナル突起部含む)
300 × 484 × 450mm (グリルネット装着時、ターミナル突起部含む)

24.1kg 

20cm コーン型（ノンプレスONF）
ホーン型（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）

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 

無

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。

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 オンキヨー八重洲ビル

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

Specification

専用スピーカースタンド

SC-3専用スピーカースタンド AS-3（B）　¥60,000（税別）/1台（1台1梱包）
■外形寸法(幅×高さ×奥行、1台)：340mm × 591.5mm × 440mm（高さ：脚プレート使用時最大610mm）、 質量：本体：8.5kg

■付属品：スパイク×4、 脚プレート×4、 スピーカー取り付け部品一式（ねじ、ボルト、ワッシャー、六角棒スパナ）
●JAN：4573211152265

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スピーカーシステム「SC-3(B)」には、期間1年の保証書を添付しています（スピーカースタンド「AS-3（B）」は除く）。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。/ ステレオ
ペアを作るためには本機が2台必要です。/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。/ ONFは、オンキヨー株式会社の登録商標です。/ Alcantara®は、Alcantara S.p.A. の登録商標
です。/ 「サーモウール」は、株式会社コスモプロジェクトの登録商標です。/ 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。

■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。                             
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