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■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。■価格は全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 classic、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。■DTSとそのシンボルはDTS社の登録商標です。また、DTS Play-FiロゴはDTS社の商標です。■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。■ONF、OMF、N-OMF、VLSC、3-state Bitstream、RI、e-onkyo music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。■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異なって見える場合があります。

      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。

システムコンポーネント総合カタログ Vol.14

※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6月現在のものです。

システムコンポーネント総合カタログ Vol.14
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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。

■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。                             

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、ワーナーミュージック・ジャパン（50音順）

R

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/
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システムコンポーネント総合カタログ
CD/SD/USBレシーバーシステム
CDレシーバー 
CDレシーバーシステム 

FR / CR / INTEC / X-U6
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
ネットワーク対応ミニコンポから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 対応ネットワーク対応ミニコ
ンポを操作するには、ネットワーク対応ミニコンポ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

オンキヨーグループは
適正な表示を推進しています。

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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CD/SD/USBレシーバーシステム  X-NFR7FX(D) オープン価格  
システムリモコン（RC-872S）、FM室内アンテナ、AM室内アンテナ、
スピーカーケーブル（1.1m）×2、コルクスペーサー×8付属 ■1セット2梱包
●JAN：4573211154078

■ その他の仕様 
■ NFC＆Bluetooth機能でスマートフォンの音楽を簡単ワイヤレス再生
本機が電源スタンバイ時でも、端末のBluetooth接続に連動して電源が
オンになるBluetoothスタンバイ機能も搭載。

■ 用途に応じて選べる多彩なタイマー機能
「Sleepタイマー」「タイマーPlay（再生）」「タイマーRec（録音）」の多彩な
タイマー機能を搭載。最大4モードまで設定登録が可能。

■ USBケーブル1本でPCと簡単接続。PC内の音源を高品位再生
■ お好みの音質に調整できるトーンコントロール
高域/低域それぞれを±5ステップの間で設定できるトーンコントロール回路や、
低音を補強するスーパーバス回路（2段階）を搭載。

■ 小音量時でも豊かに再生するオプティマム・ゲイン・ボリューム
■ 30局メモリー可能なFM/AM チューナー内蔵（FMオートプリセット可能）
■ CDからSD/USBメモリーへの2倍速録音機能(録音フォーマットをMP3設定時)
■ SDカード/USBメモリーへ録音できる豊富なソース
（CD/ラジオ放送/外部アナログ入力時の音源）

X-NFR7FXFR 愛され続けて20年。オーディオマインドが息づくミニコンポの定番機

■ 巧みに振動をコントロールし音楽をピュアに再生
よりクリアにサウンドを再生するには、音楽情報を小さな成分まで再生できなけ
ればなりません。そのためオンキヨーでは、影響する振動の種類や発生源を突き
止め、適切な対処法を投入しています。振動はトランスが大きな要因となります。
回路基板上のコンデンサーなどのパーツ類がマイクの役割にもなり、内部に響く
振動を拾ってノイズ音となり、音の質感を曇らせます。FRシリーズでは、共振に強
いシャーシ構造やフロントパネルに剛性の高いアルミニウム素材を採用し強度
を確保する事でこの振動を低減すると共
に、床面の振動による音質悪化を防ぐた
め、底足は4点ともシャーシの突起では無
く独立部品を取付け、その独立部品にコ
ルクを貼ることで、振動をコントロールし、
音楽情報をピュアな状態でお届けします。

■ 1クラス上のサウンド再生を実現するアンプ回路
FRシリーズではより高品位なサウンドをお楽
しみいただくため、上級オーディオに採用する
ディスクリート構成のアンプ回路を搭載。コン
デンサーなどの電子部品をひとつずつ吟味
し、音質を追求した基板設計を実現すること
で情報量を豊かにし、ダイナミックな音楽再生を
可能にします。さらに、オンキヨー独自のアンプ技術
WRAT（Wide Range Amplifier Technology）を搭載。
音質を阻害する要因にもなるNFB回路への依存を抑えながらも十分な周波数特
性を獲得し、人の耳で聴いて感じる音楽
が持つ瑞々しさを細部まで描き出します。

■ 音のこもりを抑えたバスレフ構造
FRシリーズに採用されるバスレフ技術（キャビネット内で発生した空気振動エネ
ルギーをキャビネットの開口部から放出して低音再生を増強する技術）である
AERO ACOUSTIC DRIVEは、一般的な円筒形状ではなく、独自のスリット型
ダクトを使用することで、繊細なニュアンスまでしっか
り再現された豊かな低音を再生します。またダクトの構
造だけでなく、内部構造やパーツ類に関しても入念に
吟味し、空気の流れを阻害しない吸音材の適正配置や、
比較試聴を繰り返しながらの不要共振抑制のための対
策など細部に至るまで拘り、音楽シーンの変化に
応じた時代ごとのチューニングを施しています。

■ クリアなサウンドを実現する自社設計の本格スピーカーユニット
スピーカーの振動板は空気を動かし、その空気振動が音として人間の耳に届きま
す。振動板は最終的な音の出口として、非常に重要なパーツの一つであり、この振動
板の特性が音に大きく関係します。X-NFR7FXのウーファーユニットには振動板の

Analog
3
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1
Out

PC
1
In

USB/SD
録音 ・ 再生

Digital
1
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サブウーファープリ
1
Out

Bluetooth
（NFCペアリング）

※PC接続イメージ。USBケーブルは別売りです。

＜ツィーターユニット＞＜ウーファーユニット＞

PC IN

理想像と最適な素材を追求し、不織布のコットンを4層重ねてアラミド繊維をハイブ
リッドしたN-OMF振動板を採用しました。また、振動板中央部に砲弾型イコライ
ザーを組み合せることで、クリアな中高域を実現します。さらに、8cm径の大型マグ
ネットをはじめとする強力な磁気回路を搭載。振動板全体を力強く駆動し、クリアで
キレのある音楽再生を実現します。また、中高域の再生を担うツィーターの性能は、
特にヴォーカル帯域の表現力を左右します。そのツィーターには上位モデルにも使
用されるリング型振動板を採用。振動板の中央部を駆動ポイントとするバランスド
ライブ構造により、人間の可聴帯域上限とされる20kHz周辺においてもスムーズ
な駆動を実現。振動板の分割振動に頼らないため、音の芯が太く鮮明になり、まるで
アーティストが目の前で歌っているかのような生々しい音楽再生に結びつきます。

FRシリーズは1998年の誕生から2018年で20年を迎えます。誕生当時高音質ミニコンポと
いう製品がまだ世に少ない時代に、単品コンポの性能と高音質設計を高い技術を投入しコン
パクトな筐体に凝縮するという、当時としては斬新なコンセプトのFRシリーズを開発しました。
揺るぎないコンセプトの下、時代に合った製品を生み出し続け、今もミニコンポの定番機とし
て愛され続けています。これまでも、そしてこれからも。音楽を楽しむかけがえのない時を愛
するお客様に感動を届け続けること。それがFRのブランドプロミスです。

■ 身近なメディアを手軽に高音質で。Directモード搭載
FRは時代に応じて身近となったメディアをより手軽に高音質で再生するオー
ディオ機器として20年間進化を続けてきました。X-NFR7FX では近年身近
になったCDの情報量を凌駕するハイレゾ音源をUSBメモリー経由で再生可
能※。ハイレゾ音源をより手軽にお楽しみ頂けます。また、「Direct」モードを
搭載しイコライザー回路等をバイパスすることで、ハイレゾ音源だけでなく、
CDやラジオなどの既存メディアにおいても音の劣化がなく、忠実な再生を
実現します。さらに、デジタル音源の再生において非常に重要なDAC部のコン
デンサーは音楽信号用だけではなく電源供給部にも高音質パーツを採用し、
ハイレゾを中心としたデジタル音源をより鮮やかに再現します。
※WAV/FLACの96ｋHz/24bitまで対応しています。

※NFC接続のイメージ。1998
CD/MD一体型
ミニコンポ
初代FR発売

DVD対応

2004年 シリーズ累計販売台数100万台突破
2013年 シリーズ累計販売台数150万台突破 ( オンキヨー調べ )

2003
Hi-MD対応

2005
SD録音/再生
Bluetooth機能

2013
Hi-Res対応

2016
20周年

2018

＊
＊

CD50枚録音
ラジオ
500時間録音※2

■ イージーミュージックサーバー

32GBのUSBメモリー/SDカードなら、CD音質で約50
枚をリッピング可能。USBメモリーはハイレゾ音源の
再生にも対応※1

※1 WAV/FLACの96kHz/24bitまで対応しています。 ※2 32GBのUSBメモリー/SDカードを使用し、MP3形式での録音時。
※再生可能ファイルフォーマット USB：「MP3」「WMA」「WAV」「FLAC」、SD ：「MP3」「WMA」「WAV」 
録音可能ファイルフォーマットUSB/SD：「MP3」「WAV」
なお、USB/SDについて詳しくは13ページのX-NFR7FXの定格部をご参照下さい。

タイマー予約で聞きたいラジオを常に録音。深夜のラジオ
も好きな時間にいつでも聞ける。
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FRシリーズは安心感のある外観、多彩な機能、そして上級オーディオの
ノウハウに裏打ちされた音質、それらを兼ね備えたオンキヨーを代表する
ステレオシステムです。その上位FR9モデルは、熟練の精密技術と工程を
加え、単品での使用を前提とした仕上げを随所に施し、オーディオの要
素がより凝縮された製品です。アンプ部(NFR-9TX)とスピーカー部
(D-NFR9TX)をそれぞれ単品で購入することも可能ですので、お手持
ちのスピーカーとNFR-9TXをセットアップするなど、自由な組み合わせを
お楽しみいただけます。

CD/SD/USBレシーバー　NFR-9TX(S) オープン価格  
システムリモコン(RC-872S)、FM室内アンテナ、AM室内アンテナ 
●JANコード:T4573211150926

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コード:T4573211151398

■ 特別仕様を施したプレミアムなセンター部
すべての電気機器の電子回路は動作を正確なものとするために、グランド電位
をゼロ基準値としています。大電流を扱うオーディオ機器、とりわけアンプにお
いては基準となるグランドの安定化（常にゼロ電位に保つ）が信号増幅の精度に
大きく影響することは言うまでもありません。しかし実際の音楽信号を入力した
場合、回路動作によって発生する電流がグランドに流れ込む可能性が高くなり、
結果としてグランド電位を変動させてしまいます。NFR-9TXでは、信号経路の最
短化や回路間での干渉を防ぐ独自の設計を駆使することにより、グランドライン
のインピーダンスを下げてグランド電位の変動を抑制。音楽情報を曇らせるノイズ
の排除を極限レベルまで達成しています。

NFR-9TX

＋ or

推奨スピーカーD-NFR9TX お手持ちのスピーカー
（4～16Ω）

■ ネジ式ターミナル（バナナプラグ対応）
NFR-9TXは、本格的な４Ω（オーム）ドライブアンプを搭載していますので、オン
キヨー製の単品スピーカーはもちろん、インピー
ダンスの低いご自宅のビンテージスピーカーや
海外モデルまで幅広い対応が可能です。さらに
市販される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を装備し、単品
使用を前提とするこだわりを随所に施しました。
●NFR-9TXにはDirectモードは搭載されておりません。その他の特長はX-NFR7FXのセン
ター部と同様です。P1～2をご参照ください。

■ リアルウッド突き板仕上げ
キャビネット表面には高級感あふれるリアルウッド
（天然木）による突き板仕上げを採用。天然木をご
く薄くカットし均質で安定したボード材に接着する
高度な加工です。幾度も塗装を重ねたあと、木目
の感触を失わないよう手作業で仕上げられ、美し
い外観と自然でやわらかな音質を両立しました。
また不要な音の回折を防ぐためにバッフル面の左右にラウンドを持たせるなど、
緻密な設計を随所に取り入れています。

■アドバンスドAERO ACOUSTIC DRIVE
D-NFR9TXにはバスレフ技術AERO ACOUSTIC 
DRIVEの上位仕様を採用。ダクト部をキャビネット
と別パーツにして振動干渉を低減させることで、繊
細なニュアンスの再現性がさらに豊かになります。

※実際の色味・木目等は写真とは異なる場合がございます。

NFR-9TX/D-NFR9TX

NFR-9TX D-NFR9TX

FR 多彩な機能はそのままに、より本格的なオーディオの仕様を装備。
外観、音質ともに１ランク上のFR

■ アルミボリュームつまみ
ボリューム回路は音質面の核ともいえ、同時に左
右の音楽情報を誤差なくコントロールする高い
信頼性も要求されます。NFR-9TXはフロントパ
ネルに加えて、ボリュームつまみにも高剛性アル
ミ素材を採用。検証を重ねて音質面でより有利
な形状を解析し、音質劣化に結びつく不要な振
動を徹底して排除しています。

■ 単品クオリティの追求。N-OMF振動板を搭載
NFR-9TXとの相性はもちろん、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
音楽性を引き出す単品スピーカーを求めて、要と
なる振動板を新たに開発しました。振動板の理想
像は「より硬く・軽く・固有音が少ない」点に集約さ
れますが、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。不織布のコットンを4層重ねて、アラミド繊維をハイブリッドしたN-OMF振動
板を搭載しました。振動板中央部には、周波数特性の乱れを防ぎ、滑らかさやス
ピード感を引き出すよう設計された砲弾型イコライザーを装備。中高域のクリア
さが増すことにより、ヴォーカルの輪郭はより鮮明に映し出されます。

アルミボリュームつまみ

Aluminum
Volume

Analog
3
In

1
Outリアルウッド突き板仕上げ

REAL WOOD
PC
1
In

Digital
1
In

サブウーファープリ
1
Out

ネジ式ターミナル

USB/SD
録音 ・ 再生

Bluetooth
（NFCペアリング）
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CR SeriesCR 革新のアンプ技術を搭載。コンパクトHi-Fiの極みへ。

■ オンキヨーアンプテクノロジーの結晶
　「3-state Bitstream」搭載（特許技術）

3-state Bitstreamアンプは、アナログアンプ時代から培った

オンキヨーのアンプ技術とデジタル技術を融合させた画期的

なアンプテクノロジーです。一般的なスイッチングアンプでは、

信号波形が２値（＋、－）であるため、信号幅を可変させる必要

があり、歪の発生やスピーカーの逆起電力の影響を受けやす

いという課題がありました。この問題を解決するために、オンキ

ヨーは独自にパルス変換回路を開発。信号波形を3値（＋、０、

－）に変換し、信号幅を変えることなく伝送可能なシステムを構

築。歪やスピーカーからの悪影響を大幅に低減した元の音楽波

形に近い、理想的な波形生成により、楽器のニュアンスや演奏

の空気感まで再現す

る豊かな表現力と、パ

ワフルでダイナミック

な音を再生します。

本格的なHi-Fiオーディオをコンパクトで実現すること。2006年に誕生した初代機CR-D1から脈々と受け継がれてきた
妥協を許さない開発姿勢。原音の忠実再生の為に、コンパクトHi-Fiと真剣に向き合い、常に最高峰の技術を投入すること。
それこそが「CRシリーズ」の開発哲学です。音質、機能、操作性、すべてにおいて新たに磨き上げた「CR-N775」の誕生です。

CR-N775(S/B) Technology

ネットワークCDレシーバー
CR-N775(S/B) オープン価格
リモコン（RC-961S）、FM室内アンテナ、電源コード付属
●JAN：（S）4573211153286/（B）4573211153279

■ 省電力設計
従来のデジタルアンプはアナログアンプと比べれば少ないも

のの、無信号時でも電力を消費していました。3-state Bitstream

アンプは無信号時には電力を消費しないため、従来のデジ

タルアンプと比べてもさらに低消費電力設計です。

インターネット

モデム

http：//www.e-onkyo.com/

CR-N775

CR-N775

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 CR-N775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

■ ハイレゾ再生に最適。業界最高スペックのDAC AK4490を搭載
AKM社製の32bitプレミアムDAC「VERITA」シリー

ズAK4490を搭載。歪低減技術により業界最高水準

の低歪特性を実現し、音質劣化を極限まで低減するこ

とで、高品位なサウンド再生を実現したDACです。高

い処理能力によりDSD11.2MHzを始めとするハイレ

ゾ音源再生はもちろん、CD再生においてもクリアで

鮮やかなサウンドをお楽しみください。

■ 大型LCD搭載により多彩なインターフェイスを実現
大型LCDを搭載。ハイレゾファイルの楽曲情報の表示など、様々な情報がディスプ

レイに表示されるため快適な操作を実現します。またファンクション切り替えなどが

スムースに行えるJOGダイヤルも備えています。

■ インターネットラジオなどネットワーク系の音楽サービスに対応
世界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。また話題の音楽

ストリーミングサービス「Spotify」、iPod/iPhone/iPadから音楽コンテンツを

ストリーミング再生する「AirPlay」、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。

■ DSD11.2MHzダイレクトにも対応
CR -N775は有線ネットワーク経由とUSB端子経由で

DSD11.2MHz/5.6MHz/2.8MHzダイレクト再生に対応。

PCM変換を行わないのでDSD本来の繊細な音が楽しめます。

またWAV、FLAC、Applelosslessの最大で192kHz/24bit

のハイレゾ音源ファイルの再生が可能です。CR-N775のピュア

な再現力でハイレゾ音源を存分にお楽しみください。

■ まさに単品コンポの小型版。オンキヨーの高音質ノウハウを
    惜しげもなく投入
CR-N775は、単品コンポー

ネントと同じ発想で設計を

行っています。回路基板は、

アンプ部、アナログ部、デジタ

ル部、電源部をそれぞれ別の

ブロックにレイアウト。それぞ

れの信号の影響が及ばない

ような細心の注意を払った回

路設計を行っています。また

シャーシとリアパネルに導電

性の良い素材を採用。グラン

ド電位が安定し音質向上に寄

与しています。

■ ハイレゾを身近にする「e-onkyoダウンローダー」機能搭載

■ HDDを繋いだまま音楽ファイルを手軽に移動
■ スマートフォンで直感的な操作を実現する「Onkyo Controller」対応
■ 対応のスマートフォンなどと無線で音声を送信できる

Bluetooth®無線技術搭載
■ ワイドFM対応のチューナー搭載（40局プリセット)
■ 滑らかでパワフルな低音を増強するPhase Matching Bass Boost搭載
■ アンプ内蔵サブウーファー（別売）の接続可能な
サブウーファープリアウトを装備

■ アルミニウム製フロントパネル＆ボリュームノブ採用
■ ヘッドホン端子
■ ウェイクアップ＆スリープタイマー内蔵
■ 他のオンキヨー製RI対応機器と接続して各種操作が可能になるRI端子を装備

CR-N775(S) CR-N775(B)

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、CR-N775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。

CR-N775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。

※e-onkyoダウンローダー機能をお使いいただくには図のようなネットワーク環境が必要です。

※radiko.jpプレミアムは有料サービスです。詳しくはradiko.jp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。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/next_generation/

※WindowsPC内の音楽ファイル移動を行うには図のようなネットワーク環境が必要です。

3-state Bitstream
回路基板

アンプ部

デジタル部

アナログ部

[ 一般的なスイッチングアンプの原理 ]

[ 3-state Bitstreamアンプの原理 ]

入力信号 量子化器

入力信号 分配器積分器

積分器

音の波形を+側と-側の2値でパルス変換する。

音の波形を+側と-側に0値を加えて3値パルス変換する。

+ 側
量子化器

- 側
量子化器

3-state Bitstream
(オンキヨー特許技術)

+側の信号のときにもごく微弱な-側の信号が
存在し、スピーカーの逆起電力の影響を受けるため
レスポンスが落ちる。

0値を加えることで、+側の信号のときに-側の
信号がなくなり、逆起電力の影響を受けないため
レスポンスが向上する。

スピーカー
前側への駆動

スピーカー
後側への駆動

+側

-側

0

+側

-側

0

スピーカー
前側への駆動

スピーカー
後側への駆動



■ N-OMF振動板採用のウーファー部
ウーファーユニットには、強靭で固有ノイズが少ない不織布

のコットンをベースに、アラミド繊維をハイブリッド成形した

自社開発のN-OMF振動板を採用。またユニット中央には砲

弾型のイコライザーを装備して、周波数特性の乱れを抑制

し、サウンドの滑らかさやスピード感を向上させています。

■ 芯の太い鮮明な音を再現するツィーター部
ツィーター部の振動板にはリング型を採用。振動板の中央部を駆動ポイントとする

バランスドライブ構造により、人間の可聴帯域上限とされる20kHz周辺においても

スムーズな駆動を実現します。振動板の分割振動に頼らないため、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に結びつきます。

■ 音質と木目の質感を大切にしたキャビネット
バスレフダクトは独自のAERO ACOUSTIC DRIVE（エアロ・アコースティック・

ドライブ）を採用。こもりのない質感豊かな低音を追求しています。さらに、ダクト部

をキャビネットと別パーツにして振動干渉を低減させ、繊細なニュアンスまでしっか

りと描き出します。また高密度で高剛性のMDFキャビネットを採用。部屋のインテ

リアにアクセントをつける木目調の仕上げを施しています。 スピーカーの色味は、照明や外光などにより、カタログの写真と異なった見え方をする場合があります。あらかじめご了承ください。

シックなブラックのネットワークCDレシーバーとの組み合わせ

CR-N775（S）/ D-012EXT（D）

CR-N775（S）/ D-112NFX（D）

SYSTEM PLAN 1

SYSTEM PLAN 2 
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CR Series
CR

■ 新素材セルロースナノファイバーを配合したONF振動板採用のウーファー部
中低音を再生するウーファーユニットには、鉄の1/5の軽さで5倍以上の強度を持

つセルロースナノファイバーを配合した独自開発の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

低音再生を実現しています。またユニット中央には砲弾型の

イコライザーを装備して、周波数特性の乱れを抑制していま

す。サウンドの滑らかさやスピード感も向上させる仕様です。

■ 繊細でクリアなサウンドを再生するツィーター部
高音を再生するツィーターには、リング型振動板を採用しています。振動板の中央部を

駆動ポイントとするバランスドライブ構造により、人間の可聴帯域上限とされる20kHz

周辺においてもスムーズな駆動を実現。振動板の分割振動に頼らないため、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

楽再生に結びつきます。またツィーター部のネットワークには、

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

を採用するなど細部にわたり綿密な設計を施しています。

■ 音質と工芸品のような美しさを両立したキャビネット
キャビネットは音質と質感を両立した設計を行っています。バスレフダクトは独自の

AERO ACOUSTIC DRIVE（エアロ・アコースティック・ドライブ）を採用。こもりの

ない質感豊かな低音を追求しています。さらに、ダクト部をキャビネットと別パーツに

して振動干渉を低減させ、繊細なニュアンスまでしっかりと描き出します。またア

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。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しています。カラーは木の

質感がよりわかる明るめの

ブラウンと、重厚

感のあるダークブ

ラウンの2色をご

用意しています。

単に音を再生するだけでなく、音楽を楽しむことで豊かなライフスタイルを提案すること。オンキヨーは、このオーディオ機器本来の役割を、お好みの
音楽ソースに合わせたスピーカーを組み合わせることで実現します。量感豊かな低音と繊細な高域再生が魅力のD-112NFXの組み合わせとスピード感
のあるサウンドが魅力のD-012EXTの組み合わせ。どちらを選んで頂いても音楽を聴く喜びを感じて頂けます。ネットワークCDレシーバー、スピーカー
とも、マテリアルの質感や仕上げの美しさも徹底的にこだわっており、所有する喜びをも満たします。

D-112NFX(B/D) Technology

D-012EXT(D) Technology

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

CR-N775（B）/ D-112NFX（B） CR-N775（B）/ D-012EXT（D）

2ウェイ・スピーカーシステム
D-112NFX(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：4573211153132

2ウェイ・スピーカーシステム
D-112NFX(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：4573211153149

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

最新のネットワークCDレシーバーがスピーカーの個性を引き出す。

ノーマルですっきりとしたシルバーのネットワークCDレシーバーとの組み合わせ

SYSTEM PLAN

4
SYSTEM PLAN

3 

スピーカーの選択で音の演出と空間のデザインを楽しむ。

※AERO ACOUSTIC DRIVEの構造を説明するイメージ図です。



R-N855 Technology
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INTEC
デジタルが追い求めるアナログのぬくもりを再現する

 

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

10

■ 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。

■ 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。

■ 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。

※これらの機能はファームウェアのアップデート対応となります。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。

■ 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

■ 明瞭かつ量感豊かな中低域のウーファー
ウーファーユニットは、強靭で固有ノイズが少ない不織布の5層コットンをベース

に、アラミド繊維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。また中央部には、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をより引き出すよう設計されたアルミ製イコライザーを装備。

ボイスコイルに銅の純度が高い線材を選択し、ユニットのフレーム部側面に開口部

を設けることで空気抵抗から解放された自然な再生を実現。またボビン部分までも

見直し、従来よりも強度の高い素材を採用することで、より力強い低域の再生能力

を実現しています。さらに銅リングによるひずみの抑制や、使用する接着剤にまで

こだわり、スピーカーシステム全体での完成度を高めました。

■ 生々しい音色と空気感を再現するツィーター
ツィーターには、リニアリティの高い高硬度チタンコーティングを施したリング型振

動板を採用。振動板外端と内端の中間点にボイスコイルを配置することで分割振

動を大幅に抑えました。その結果、最高100kHzまでの超広帯域再生を可能にし

ています。また振動板を固定および保護するイコライザーには、幾度もの入念な

ヒアリングを通して設計された砲弾型を採用しています。

■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、CD-R、CD-RWに記録したMP3の再生に対応しています。

■アドバンスドAERO ACOUSTIC DRIVE
音のこもりの原因となる定在波の発生を抑え

るため、円筒ダクトではなく、幾度もの試行錯

誤により割り出した縦横比のダクトによる

AERO ACOUSTIC DRIVEを採用。さらに

ダクト部をキャビネットと別パーツにするアド

バンスド仕様とすることで、不要な振動の干渉

をさらに大幅に抑制。量感とスピード感を兼

ね備えた、聴き応えのある低音再生に大きく

貢献しています。

C-755 Technology

Speaker System Technology

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

■ 相互干渉を避ける独立ネットワーク回路 
■ 高品位なMDF キャビネット
■ MONSTER CABLE 社製のケーブル付属

このコピーはダミーです

チタンコーティング・リングツィーターN-OMF ウーファーユニット

アドバンスド 
AERO ACOUSTIC DRIVE
イメージ

■ 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

■ 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

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

2ウェイ・スピーカーシステム
D-212EXT（D）¥71,000（税別）/2台１組
グリルネット、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

ハイレゾオーディオの普及によってCD以上の音質が手軽に楽しめるようになり、
またストリーミングオーディオという新たなリスニングスタイルも始まっています。

オンキヨーはこれまでにも、このような変化の節目にINTECを
世に送り出してきました。デジタルが追い求めるアナログのぬくもりを
様々な音源で再現するため、それを誰もが普段から気軽に楽しめるよう、

70年間の成果を余すところなく注ぎ込みました。
心を揺さぶる感動をお届けするために。



X-U6(W)

CDレシーバーシステム　X-U6(W) オープン価格  
リモコン（RC-893S）、FM室内アンテナ、スピーカーケーブル（1.1m）×2、
スピーカー用スペーサー×8付属　※本機のチューナーはFMのみの受信となります。
●JAN:T4573211152241

■ 自分好みに音のバランスをアレンジ
普段聴いている音楽に合わせて、音のバランスをコントロールできる機能を搭載
しています。たとえば、透き通った声が魅力の女性ヴォーカルを楽しみたい時に
は、トーンコントロール（BASS/TREBLE）で少し高音を強調してみたり、低く響く
ベース音がかっこいいロックやジャズを聴くときには、S.BASSで重低音を強めに
してより迫力のある演奏を楽しんでみたり。いつも聴いていたアーティストの
新たな魅力を発見できるかもしれません。

■ USB DACを搭載。USBケーブル1本で
　 PC内の音源がよりいい音で楽しめる
USB DACを搭載し、話題のPCオーディオとしても使用いただけます。PCの再生
音をUSBケーブル1本で本機に接続し、デジタル伝送が可能です。ケーブル1本で
接続できる簡易さに加え、PC特有の高周波ノイズの影響を受けないデジタル伝
送にて、ピュアなサウンド再生をお楽しみいただけます。
※再生は96kHz/16bit
までの再生となります。 
※USBケーブルは別売り
です。

■ おやすみ前にも便利なタイマー機能
設定した時間に選択したソースを設定した音量で再生可能な「4系統タイマー
機能」と、設定した時間が経過すると自動的にスタンバイ状態になる「スリープ
タイマー機能」が搭載されています。お気に入りのCDで朝の目覚めを心地よく
スタートしたり、おやすみ前にも安心して音楽タイムを楽しんでいただけます。

■ 外部機器をつないでさらなる楽しみを
カセットデッキなどの外部機器や、テレビの音声出力端子（アナログのみ）を
接続できるLINE IN端子を装備。さらに、ヘッドホン端子も装備していますので、
気分や環境に合わせてリスニングスタイルをお選びいただけます。

ヘッドホン X-U6センター部前面 テレビ（アナログ出力のみ） X-U6センター部背面

X-U6 “お気に入りの空間に心地よい音をプラス”。デザインもサウンドもひとクラス上。
 爽やかなホワイトとシックなブラック。

X-U6

CDレシーバーシステム　X-U6(B) オープン価格  
リモコン（RC-893S）、FM室内アンテナ、スピーカーケーブル（1.1m）×2、
スピーカー用スペーサー×8付属　※本機のチューナーはFMのみの受信となります。
●JAN:T4573211152258

■ NFC機能を搭載。Bluetoothに簡単接続
NFCに対応したBluetooth搭載スマー
トフォン/タブレットを天面のNFCロゴ
部分にタッチするだけで、Bluetooth
のペアリングから接続まで一度に行う
ことが可能。簡単にBluetoothを利用
したワイヤレス音楽再生が可能です。
日常生活の様々なシーンで、快活なサ
ウンドが作り出す、心地よい時間と空間
を楽しんでみませんか。

■ iPod/iPhone/iPadの音楽再生はUSB接続でよりクリアに
X-U6には、iPod/iPhoneはもちろん、iPadに入った音楽も高品位なサウ
ンドで楽しめる、デジタル接続に対応したUSB端子を装備しています。
iPod/iPhone/iPadの音楽データを、アナログに比べて音質劣化の少ないデ
ジタルのまま伝送することができるため、楽器やヴォーカルの輪郭も鮮やかに、
クリアなサウンドで再生します。接続
時には、付属のリモコンで再生や一時
停止、スキップなどの操作も可能。さ
らには充電機能も備えています。
iPod/iPhone/iPadを、プライベー
トな空間でも、良い音で楽しんでいた
だけます。
※対応iPod、iPhoneおよびiPadについて
は、当社ホームページをご参照ください。

■ 高いデザイン性にオーディオマインド溢れるセンター部
つなぎ目をなくしたシームレスなデザインは、単にデザイン性を高めるためだ
けのものではなく、音を曇らせる原因であるノイズの発生を抑えるよう配慮し、
再生クオリティを高めるためのこだわり設計です。また、スピーカーを駆動する
アンプ部には、高効率デジタルアンプを採用。パワフルにスピーカーをドライ
ブすることで、サイズやスタイリッシュな見た目からは想像出来ない、躍動感あ
る音楽再生を実現しています。デザインと音質の両立を目指し長年のオーディ
オ技術を駆使し、試聴を繰り
返しながら部品の選定や最
適な内部レイアウトを検討
し、綿密な調整を施すことに
よって、あらゆるジャンルの
音楽をバランスよく再生。思
わず長時間聞いていたくな
るようなリッチでナチュラル
な音色を実現しています。

■ 多彩な再生メディアに対応
CDはもちろん、CD-R/RWに記録したMP3ファイルの再生にも対応しています。
また、USB端子にUSBメモリーを接続して再生することも可能です。FMチュー
ナーは95.0MHzまでに対応しており、FM補完中継局※の放送も受信可能です。
30局メモリー可能なプリセット機能も搭載しています。
※USB端子については詳しくは定格部をご参照ください。 
※FM補完中継局とは、AMラジオ放送の放送対象地域において、放送区域内の災害対策や難聴
対策のために整備されるFM方式による中継局のことです。

PC X-U6センター部

※NFC接続のイメージ

X-U6（B）
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■ スピーカーメーカーのノウハウが詰まったこだわりのスピーカー
音の最終的な出口であるスピーカーはオーディオシステムの中でも最も重要
なパーツの1つです。X-U6はスピーカーのキャビネットに高級スピーカーでも
使用される剛性の高さと響きの美しさで定評のあるMDF（中密度繊維板）を採
用し、さらに音が効率よくきれいに響く構造を追求しました。またスピーカーの
構成は高音用と低音用にそれぞれ1つずつのスピーカーを配した2ウェイ構造
を採用。高音を再生する
ツィーターには伸びやか
で聴き心地のよいサウン
ドが魅力のバランスドー
ムタイプを選択し、低音の
量感を豊かにするバスレ
フ構造と相まって躍動感
のある低音と伸びやかな
高音であらゆる音楽を心
地よく再生します。

撮影協力：カンディハウス横浜
〒226-6003　横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワー A3F TEL.045-682-5588



X-U6(W)センター部背面

[センターユニット部]■消費電力:55W■待機時消費電力:0.4W(待機時)/13W(Bluetoothスタンバイモード有効
時)■最大外形寸法:幅215×高さ142×奥行き348mm■質量:4.8kg■音声入力:デジタル×1(OPTICAL)、PC
(USB Type B)×1、アナログ×3(TAPE/MD、LINE1、LINE2)■音声出力:アナログ×1（TAPE/MD）、サブウーファー
プリアウト×1、ヘッドホン×1■USB端子(フロント部):1■定格出力:19W+19W(4Ω、1kHz、全高調波歪率0.4％、
2ch駆動時、JEITA)■実用最大出力:26W+26W (4Ω、1kHz、全高調波歪率10％、2ch駆動時、JEITA)■ダイナ
ミックパワー:IEC60268-Short-term maximum output power　21W（4Ω、フロント）■総合ひずみ率：0.04%以下
（1kHz 1W出力時）0.08%以下（20Hz～20kHz 1W出力時）■周波数特性：10Hz - 100kHz/+1dB/-3dB
（S.Bass OFF、Bass 0、Treble 0）■トーンコントロール最大変化量:±8dB/80Hz(BASS)、±10dB/10kHz
(TREBLE）、+2dB/80Hz(S.BASS1)、+4dB/80Hz(S.BASS2)■S/N比：100dB（IHF-A、LINE 1IN、SPEAKERS 
OUT）■スピーカー適応インピーダンス:4Ω～16Ω■FM/AMチューナー部受信範囲：＜FM＞76.0MHz～
95.0MHz＜AM＞522kHz～1629kHz■CD部再生フォーマット：オーディオCD、MP3、WMA■SD部：再生フォー
マット（MP3、WMA、WAV）/録音フォーマット（MP3、WAV）■USB部：再生フォーマット（MP3、WMA、WAV、
FLAC）/録音フォーマット（MP3、WAV）[スピーカーシステム部]■形式:2ウェイ・バスレフ型■インピーダンス:4Ω
■最大入力:70W■出力音圧レベル:83dB/W/m■再生周波数帯域:50Hz～100kHz■クロスオーバー周波数:
6kHz■外形寸法(1台):幅163.5×高さ281.5×奥行き268mm■質量(1台):3.6kg■ウーファー:13cmコーン型
(N-OMF)■ツィーター:3cmリング型■ターミナル：プッシュ式スピーカーターミナル

※USB端子について:(1)本機のフロントUSB端子は、USBメモリー専用です。デジタルオーディオプレーヤーやHDD
とのUSB接続には非対応です。(2)USBメモリーのファイルシステムはFAT16およびFAT32に対応しています。exFAT
など対応していないフォーマットの時は、PCで対応するフォーマットに変換し直してください。(3)USBメモリーのセキ
ュリティ機能には非対応です。(4)すべてのUSBメモリーで動作を保証することはできません。書き込み速度の速い
USBメモリーをご使用ください。特に小ブロック単位の書き込み速度の遅いUSBメモリーは録音に失敗する場合があ
ります。(5)USBハブには非対応です。
※SDカードスロットについて:(1)2GBまでのSDカード、32GBまでのSDHCカードに対応しています。(2)microSD/
miniSDカードを使用する場合は専用アダプターが必要です。(3)すべてのSDカードで動作を保証することはできません。
特に、小ブロック単位の書込速度が遅いSDカードは録音に失敗する場合があります。
※X-NFR7FXのスピーカーシステム部は非防磁仕様です。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。

[NFR-9TX] ■消費電力:55W■待機時消費電力:0.4W■無音時消費電力:22W■最大外形寸法:幅215×高さ
142×奥行き357mm■質量:4.8kg■音声入力:デジタル×1(OPTICAL)、PC(USB TypeB)×1、アナログ×3
(TAPE/MD、LINE1、LINE2)■音声出力:アナログ×1（TAPE/MD）、サブウーファープリアウト×1、ヘッドホン×1 
■USB端子(フロント部):1■定格出力:19W+19W 4Ω（THD+N0.4%以下、2ch駆動時（同時駆動））■実用最大
出力:26W+26W 4Ω、1kHz、2ch駆動時（同時駆動）■ダイナミックパワー:21W+21W（4Ω、2ch駆動時）
■総合ひずみ率：0.04%（1kHz 1W出力時）0.08%（20Hz～20kHz 1W出力時）■周波数特性：10Hz-100kHz/
+1dB/-3dB（S.Bass OFF、Bass 0、Treble 0）■トーンコントロール最大変化量:±8dB/80Hz(BASS)、±10dB/
10kHz(TREBLE）、+2dB/80Hz(S.BASS1)、+4dB/80Hz(S.BASS2)■S/N比：100dB（IHF-A、LINE 1IN、
SPEAKERS OUT）■スピーカー適応インピーダンス:4Ω～16Ω■FM/AMチューナー部受信範囲：＜FM＞76.0MHz～
95.0MHz＜AM＞522kHz～1629kHz■CD部再生フォーマット：オーディオCD、MP3、WMA■SD部：再生
フォーマット（MP3、WMA、WAV）/録音フォーマット（MP3、WAV）■USB部：再生フォーマット（MP3、WMA、
WAV、FLAC）/録音フォーマット（MP3、WAV）

※USB端子について:(1)本機のフロントUSB端子は、USBメモリー専用です。デジタルオーディオプレーヤーや
HDDとのUSB接続には非対応です。(2)USBメモリーのファイルシステムはFAT16およびFAT32に対応していま
す。NTFSなど対応していないフォーマットの時は、PCで対応するフォーマットに変換し直してください。(3)USBメ
モリーのセキュリティ機能には非対応です。(4)すべてのUSBメモリーで動作を保証することはできません。書き込
み速度の速いUSBメモリーをご使用ください。特に小ブロック単位の書き込み速度の遅いUSBメモリーは録音に失
敗する場合があります。(5)USBハブには非対応です。
※SDカードスロットについて:(1)2GBまでのSDカード、32GBまでのSDHCカードに対応しています。(2)microSD/
miniSDカードを使用する場合は専用アダプターが必要です。(3)すべてのSDカードで動作を保証することはでき
ません。特に、小ブロック単位の書込速度が遅いSDカードは録音に失敗する場合があります。

[D-NFR9TX] ■形式:2ウェイ・バスレフ型■インピーダンス:4Ω■最大入力:70W■出力音圧レベル:83dB/
W/m■再生周波数帯域:45Hz～100kHz■クロスオーバー周波数:6kHz■外形寸法(1台):幅167×高さ299×
奥行き260mm■質量(1台) :3 .9kg■ウーファー:13cmコーン型(N-OMF)■ツィーター:3cmリング型
■ターミナル：バナナプラグ対応ネジ式スピーカーターミナル

※D-NFR9TX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。

CD/SD/USBレシーバーシステム  X-NFR7FX(D)

CD/SD/USBレシーバー  NFR-9TX（S）　2ウェイ・スピーカーシステム  D-NFR9TX（D）

■実用最大出力：40W+40W（4Ω、1kHz、2ch駆動時、JEITA）■アンプ部周波数特性：10Hz～40kHz（LINE1、＋
0/－3dB）■トーンコントロール最大変化量：±6dB/60Hz（BASS）、±6dB/10kHz（TREBLE）■CD部周波数特性：
10Hz～20kHz■チューナー部受信範囲：FM76.0～95.0MHz（ワイドFM対応）■スピーカー適応インピーダンス：
4～16Ω■消費電力：36W（電気用品安全法技術基準）■待機時電力：0.5W■最大外形寸法：幅215×高さ117×
奥行き295mm■質量：2.7kg■音声入力端子：デジタル×2（光1、同軸1）、アナログ×1（LINE）■音声出力端子：ア
ナログ×1、サブウーファープリアウト×1■USB端子：2（前面1、背面1）■LAN端子：1■スピーカー出力端子：2（金
メッキ、バナナプラグ対応）■ヘッドホン端子：1■ヘッドホン対応インピーダンス：16～50Ω

※USB端子について：（1）MP3/WMA/WAV/AIFF/AAC/FLAC/Apple Lossless/DSD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。（2）USBストレージやHDDに対応しています。（3）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ストレージを使用できます。（4）USBストレージのファイルシステムはFAT16およびFAT32
に対応しています。（5）USBストレージ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ストレージとして認識され
ます。（6）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。（7）本機はハブおよびハブ機能付きUSB機
器に対応していません。これらの機器を本機に接続しないでください。（8）著作権保護された音声ファイルは再生できません。

ネットワークCDレシーバー  CR-N775（S/B）

X-NFR7FXセンター部背面

スピーカー部背面

NFR-9TX背面

D-NFR9TX背面

FR CR 

X-U6

[センター部]■定格出力：15W+15W（6Ω、1kHz、THD+N 0.8%以下、2ch駆動時、JEITA）■実用最大出力：
20W+20W（6Ω、1kHz、2ch駆動時（同時駆動）、JEITA）■アンプ部周波数特性：30Hz～30kHz/±3dB（PC IN）
■アンプ部SN比：77dB（LINE、IHF-A）■トーンコントロール最大変化量:±7dB/80Hz（BASS）、+6dB、－7dB、
10kHz（TREBLE）■チューナー部受信範囲：FM76.0～95.0MHz■スピーカー適応インピーダンス:6～16Ω
■消費電力：32W■無音時消費電力：5W（ i P od / i P h o n e / i P a d充電時を除く）■待機時電力：0 . 3W
（iPod/iPhone/iPad充電時を除く）■最大外形寸法：幅215×高さ99×奥行き273mm■質量：1.9kg■音声入力
端子：アナログ×1■ヘッドホン端子：1■USB端子：2（前面1、背面1（PC IN））
[スピーカーシステム部（D-U6）]■型式：2ウェイ・バスレフ型■インピーダンス：6Ω■最大入力：40W■出力音圧レ
ベル：82dB/W/m■再生周波数帯域：80Hz～20kHz■クロスオーバー周波数：10.4kHz■キャビネット内容積：2.7
リットル■外形寸法（1台）：幅130×高さ200×奥行き172.5mm■質量（1台）：1.9kg■ウーファー：10cmコーン型
■ツィーター：2cmバランスドーム■ターミナル：プッシュ式スピーカーターミナル■防磁設計（JEITA）
※USB端子について：（1）本機のフロントUSB端子は、USBメモリーとiPod/iPhone/iPad専用です。これら以外の
デジタルオーディオプレーヤーやHDDとのUSB接続や、USBハブの使用には非対応です。（2）USBメモリーのファイ
ルシステムはFAT16およびFAT32に対応しています。（3）「.mp3」、または「.MP3」という拡張子がついたMP3ファ
イルのみ再生することができます。周波数32/44.1/48kHz、ビットレート（32～320kbps）固定ビットレート（CBR）
で記載されたファイルに対応しています。

CDレシーバーシステム  X-U6（W/B）

■定格出力：70W+70W（4Ω、THD0.8%、1kHz、2ch駆動時）■実用最大出力：85W+85W（6Ω、THD10％、
1kHz、1ch駆動時、JEITA）■アンプ部周波数特性：5Hz～60kHz/+1dB/－3dB（Direct）■トーンコントロール最
大変化量：±6dB/100Hz（BASS）、±6dB/10kHz（TREBLE）■チューナー部受信範囲：FM76.0～95.0MHz（ワイ
ドFM対応）■スピーカー適応インピーダンス：4～16Ω■消費電力：100W（電気用品安全法技術基準）■待機時電
力：0.1W■最大外形寸法：幅275×高さ87.7×奥行き283.2mm■質量：6.1kg■音声入力端子：デジタル×2
（光1、同軸1）、アナログ×2、Phono×1■音声出力端子：アナログ×1■USB端子：2（前面1、背面1）■LAN端子：1
■スピーカー出力端子：2（金メッキ、バナナプラグ対応）■ヘッドホン端子：1

※USB端子について：（1）MP3/WMA/WAV/AIFF/AAC/FLAC/Apple Lossless/DSD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。（2）USBストレージやHDDに対応しています。（3）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ストレージを使用できます。（4）USBストレージのファイルシステムはFAT16およびFAT32
に対応しています。（5）USBストレージ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ストレージとして認識され
ます。（6）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。（7）本機はハブおよびハブ機能付きUSB機器
に対応していません。これらの機器を本機に接続しないでください。（8）著作権保護された音声ファイルは再生できません。

ネットワークレシーバー  R-N８５５（S）

■周波数特性：5Hz～20kHz■SN比：105dB■全高調波歪率：0.003%■消費電力：8W（電気用品安全法技術基準）
■待機時電力：0.2W■最大外形寸法：幅275×高さ87.7×奥行き283.2mm■質量：3.8kg■音声出力端子：アナ
ログ×1、デジタル×1（同軸）

CDプレーヤー C-755（S）

R-N855背面

C-755背面

D-212EXT背面

■型式：2ウェイ・バスレフ型■インピーダンス：6Ω■最大入力：80W■出力音圧レベル：85.5dB/2.83V/m■再生
周波数帯域：60Hz～100kHz■クロスオーバー周波数：3kHz■外形寸法（1台）：幅162×高さ274×奥行き
272.5mm■質量（1台）：4.9kg■ウーファー：10cmコーン型（ONF）■ツィーター：3cmリング型■ターミナル：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）

※D-012EXT/D-112NFX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。

■型式：2ウェイ・バスレフ型■インピーダンス：6Ω■最大入力：80W■出力音圧レベル：85dB/2.83V/m■再生周波
数帯域：60Hz～100kHz■クロスオーバー周波数：3kHz■外形寸法（1台）：幅148×高さ264×奥行き258.5mm
■質量（1台）：3.6kg■ウーファー：10cmコーン型（N-OMF）■ツィーター：3cmリング型■ターミナル：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）

■型式：2ウェイ・バスレフ型■インピーダンス：4Ω■最大入力：120W■出力音圧レベル：84dB/W/m■再生周波数
帯域：37Hz～100kHz■クロスオーバー周波数：2.5kHz■外形寸法（1台）：幅188×高さ303×奥行き297mm■質
量（1台）：6.1kg■ウーファー：13cmコーン型（N-OMF）■ツィーター：3cmリング型■ターミナル：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）

D-012EXT背面

2ウェイ・スピーカーシステム  D-112NFX（D/B）

2ウェイ・スピーカーシステム  D-012EXT（D）

2ウェイ・スピーカーシステム  D-212EXT（D）

D-112NFX背面

※D-212EXT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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