




















仕上げ 価格 JAN

801 D4 

グロス・ブラック 　 ￥2,728,000（税込 / 1台）　　 4951035076613

ローズナット ￥2,607,000（税込 / 1台）　　 4951035076620

サテン・ホワイト 　 ￥2,607,000（税込 / 1台）　　 4951035076637

ウォールナット 　　 ￥2,607,000（税込 / 1台）　　 4951035077153

802 D4 

グロス・ブラック 　 ￥2,178,000 （税込 / 1台）　　 4951035076644

ローズナット　　　 ￥2,057,000 （税込 / 1台）　　 4951035076651

サテン・ホワイト 　 ￥2,057,000 （税込 / 1台）　　 4951035076668

ウォールナット 　　 ￥2,057,000 （税込 / 1台）　　 4951035077160

803 D4 

グロス・ブラック 　 ￥1,760,000 （税込 / 1台）　　 4951035076675

ローズナット 　　　 ￥1,639,000 （税込 / 1台） 　　 4951035076682

サテン・ホワイト 　 ￥1,639,000 （税込 / 1台） 　　 4951035076699

ウォールナット 　　 ￥1,639,000 （税込 / 1台） 　　 4951035077177

804 D4 

グロス・ブラック　 ￥1,001,000 （税込 / 1台） 　　 4951035076705

ローズナット    　　 ￥957,000 （税込 / 1台） 　　　 4951035076712

サテン・ホワイト    ￥957,000 （税込 / 1台） 　　　 4951035076729

ウォールナット    　 ￥957,000 （税込 / 1台） 　　　 4951035077184

805 D4 

グロス・ブラック    ￥561,000 （税込 / 1台）　　　 4951035076736

ローズナット ￥539,000 （税込 / 1台）　　　 4951035076743

サテン・ホワイト    ￥539,000 （税込 / 1台）　　　 4951035076750

ウォールナット    　 ￥539,000 （税込 / 1台）　　　 4951035077191

HTM81 D4  
グロス・ブラック 　 ￥1,100,000 （税込 / 1台）　　 4951035076767

サテン・ホワイト 　 ￥1,045,000 （税込 / 1台）　　 4951035076774

HTM82 D4  
グロス・ブラック   ￥847,000 （税込 / 1台）　　　 4951035076781

サテン・ホワイト    ￥803,000 （税込 / 1台）　　　 4951035076798



801 D4 802 D4 803 D4

技術的特徴 ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オントップ
コンティニュアム・コーン & FST™
アンチ・レゾナンス・プラグ
バイオミメティック・サスペンション
タービンヘッド
マトリクス™
エアロフォイル・コーン・バス
フローポート™ 

ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オントップ
コンティニュアム・コーン & FST™
アンチ・レゾナンス・プラグ
バイオミメティック・サスペンション
タービンヘッド
マトリクス™
エアロフォイル・コーン・バス
フローポート™

ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オントップ
コンティニュアム・コーン & FST™
アンチ・レゾナンス・プラグ
バイオミメティック・サスペンション
タービンヘッド
マトリクス™
エアロフォイル・コーン・バス
フローポート™

仕様 3ウェイ・バスレフ型 3ウェイ・バスレフ型 3ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット 25mm ダイヤモンド・ドーム・
トゥイ―ター ×1
150mm コンティニュアム・コーン
FSTミッドレンジ ×1
250mm エアロフォイル・ コーン・
バスユニット ×2

25mm ダイヤモンド・ドーム・ 
トゥイ―ター ×1
150mm コンティニュアム・コーン 
FSTミッドレンジ ×1
200mm エアロフォイル・ コーン・ 
バスユニット ×2

25mm ダイヤモンド・ドーム・ 
トゥイ―ター ×1
130mm コンティニュアム・コーン 
FSTミッドレンジ ×1
180mm エアロフォイル・ コーン・ 
バスユニット ×2

周波数レンジ 13Hz - 35kHz 14Hz - 35kHz 16Hz - 35kHz

周波数レスポンス
（基準軸に対し±3dB）

15Hz - 28kHz 17Hz - 28kHz 19Hz - 28kHz

感度
（軸上1m/2.83Vrms）

90dB 90dB 90dB

高調波歪率 2次及び3次高調波（90dB、軸上1m）
1 %未満（30Hz –20kHz）
0.3%未満（100Hz –20kHz）

2次及び3次高調波（ 90dB、軸上1m）
1 %未満（70Hz –20kHz）
0.3%未満（100Hz –20kHz）

2次及び3次高調波
（90dB、軸上1m）
1 %未満（80Hz –20kHz）
0.3%未満（100Hz –20kHz）

公称インピーダンス 8Ω （最小 3.0Ω） 8Ω （最小 3.0Ω） 8Ω （最小 3.0Ω）

推奨アンプ出力
（8Ω、クリップしていないプログラムで）

50W – 1,000W 50W – 500W 50W – 500W 

最大推奨ケーブルインピーダンス 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω

外形寸法 高さ： 1,221mm
幅： 　　451mm
奥行： 　600mm

高さ： 1,218mm
幅： 　　413mm
奥行： 　602mm

高さ： 1,165mm
幅： 　　357mm
奥行： 　511mm

質量 100.60kg 88.10kg 62.15kg

804 D4 805 D4 HTM81 D4 HTM82 D4

ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オントップ
コンティニュアム・コーン & FST™
アンチ・レゾナンス・プラグ
バイオミメティック・サスペンション
マトリクス™
エアロフォイル・コーン・バス
フローポート™

ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オントップ
コンティニュアム・コーン・バス / ミッドレンジ
アンチ・レゾナンス・プラグ
マトリクス™
フローポート™

ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オントップ
コンティニュアム・コーン & FST™
アンチ・レゾナンス・プラグ
バイオミメティック・サスペンション
マトリクス™
エアロフォイル・コーン・バス
フローポート™

ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オントップ
コンティニュアム・コーン & FST™
アンチ・レゾナンス・プラグ
バイオミメティック・サスペンション
マトリクス™
エアロフォイル・コーン・バス
フローポート™

3ウェイ・バスレフ型 2ウェイ・バスレフ型 3ウェイ・バスレフ型 3ウェイ・バスレフ型

25mm ダイヤモンド・ドーム・
トゥイ―ター ×1
130mm コンティニュアム・コーン
FSTミッドレンジ ×1
165mm エアロフォイル・ コーン・
バスユニット ×2

25mm ダイヤモンド・ドーム・
トゥイ―ター ×1
165mm コンティニュアム・コーン・
バス / ミッドレンジ ×1

25mm ダイヤモンド・ドーム・ト
ゥイ―ター ×1
150mm コンティニュアム・コーン
FSTミッドレンジ ×1
200mm エアロフォイル・ コーン・
バスユニット ×2

25mm ダイヤモンド・ドーム・
トゥイ―ター ×1
130mm コンティニュアム・コーン
FSTミッドレンジ ×1
165mm エアロフォイル・ コーン・
バスユニット ×2

20Hz - 35kHz 34Hz - 35kHz 20Hz - 35kHz 33Hz - 35kHz

24Hz - 28kHz 42Hz - 28kHz 28Hz - 28kHz 45Hz - 28kHz

89dB 88dB 90dB 89dB

2次及び3次高調波（90dB、軸上1m）
1 %未満（90Hz –20kHz）
0.3%未満（120Hz –20kHz）

2次及び3次高調波（90dB、軸上1m）
1 %未満（90Hz –20kHz）
0.3%未満（120Hz –20kHz）

2次及び3次高調波（90dB、軸上1m）
1 %未満（80Hz –20kHz）
0.3%未満（100Hz –20kHz）

2次及び3次高調波
（90dB、軸上1m）
1 %未満（100Hz –20kHz）
0.4%未満（100Hz –20kHz）

8Ω （最小 3.0Ω） 8Ω（ 最小 4.6Ω） 8Ω （最小 3.0Ω） 8Ω （最小 3.0Ω）

50W – 200W 50W – 120W 50W – 500W 50W – 200W 

0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω

高さ： 1,071mm
幅： 　　306mm
奥行： 　391mm

高さ： 　440mm
幅： 　　240mm
奥行： 　373mm

高さ： 　334mm
幅： 　　847mm
奥行： 　371mm

高さ： 　289mm
幅： 　　715mm
奥行： 　369mm

36.85kg 15.55kg 32.20kg 25.15kg



ご注意    


