
The new 700 Series



新しい700シリーズで息を呑むほどクリアで鮮明なスタジオサウ
ンドを、ご家庭で再現してください。家庭用オーディオを新しい
水準へと高めるため、スタジオグレードの800シリーズDiamond
の技術に特注のイノベーションを組み合わせました。そして、そ
の組み合わせを、住居環境に美しく溶け込み部屋にフィットする
キャビネットに納めたのです。
新しい700シリーズはレコーディングスタジオに着想を得た、リ
ビングルームのためのスピーカーです。

Studio sound  
comes home



シグネチャー。それは、私たちが知っているすべてのこと、そし
て私たちが支持するすべてのことを体現しています。新しい700
シリーズ・シグネチャーは、最先端のエンジニアリングと、可能
な限り高い水準のデザイン、仕上げ、品質を兼ね備えています。
この700シリーズ・シグネチャーは、経験によって磨かれ、情熱
を持って細心の注意を払われています。

Crafted.
Honed. 

Perfected.



Signature

私たちはスタイリッシュにお祝いしたいと思っています。1991
年の創立25周年を記念して、これまでに学んだことをすべて体現
した新しいスピーカー、伝説的なSilver Signatureを発表しました。
オールシルバーの内部配線、アップグレードされたクロスオーバー
と絶妙な仕上げで、瞬く間に人気のアイコンとなりました。

5年後のシグネチャー30は、シルバーのパフォーマンスの可能性
を限界まで引き上げた3ウェイスピーカーです。そして40周年を
迎えた時にも、同じように改良と洗練された哲学が適用され、そ
の結果として生まれたのがSignature Diamondです。

702と705シグネチャーは、シグネチャーの名を誇らしげに冠し
た最新モデルです。9回の塗装とラッカー塗装を施したダトク・
グロス仕上げは、その美しさを際立たせ、クロスオーバー・コンポー
ネントの改良により、700シリーズ・スピーカーよりもさらに高
いパフォーマンスを発揮します。クラシックなシグネチャーのア
プローチです。誰もが祝福する時が来たのです。



702 Signature

ソリッドボディー・トゥイーターオントップ・ハウジングにカー
ボン・ドーム™トゥイーターとデカップリングされたコンティニュ
アム™ミッドレンジ、3基のエアロフォイル・プロファイルバス・
ドライバーを搭載した702 Signatureフロアスタンド型は、スタ
ジオクォリティのサウンドをご自宅にお届けします。美しいダト
ク・グロス仕上げで、スケールの大きい録音でも驚くほどリアル
なサウンドを実現します。



705 Signature

フラッグシップの800シリーズDiamondシリーズで採用されて
いるデザインのトゥイーターオン・トップ技術を搭載した705 
Signatureは、他のスピーカーが到達していない音楽の微妙なニュ
アンスを表現できる高性能な2ウェイ・スピーカーです。驚異的
なリアリズム、存在感、透明感を兼ね備え、ダトク・グロス仕上
げにより、見るだけでなく聴くだけでも美しいスピーカーとなっ
てます。



702 S2

ソリッドボディ・ハウジングに格納されたカーボンドーム™トゥ
イーターとデカップリングされたコンティニュアム™ミッドレン
ジを特徴とする700シリーズの主要フロアスタンド型スピーカー
は、スタジオクォリティーのサウンドをご家庭のオーディオセッ
トで再現します。このスピーカーは、鳥肌が立つような正確さで
音の持つ本来のディテールを伝え、スケールの大きい録音であっ
ても驚くほど生き生きとした音で再生します。



705 S2

800シリーズDiamondのトゥイーターオントップ・デザインなど
の最先端機能により、この妥協を許さない高性能2ウェイスピー
カーは他機にはできない微妙な音のニュアンスを表現します。ピ
アノのような再現が難しい楽器であっても、正確なリアル感、存
在感そして透明感のある音をお届けします。



703 S2

頑丈な妥協を許さない3ウェイのフロアスタンド型スピーカーは、
広い部屋でも力強いリアルな音を実現するよう作られました。パ
ワフルなベースラインがいきいきと弾むと同時に、コンティニュ
アム™ミッドレンジドライバーとカーボンドーム・トゥイーター
が、ボーカルと高音域に驚くべき鮮明さを与えます。

※サテン・ホワイトは受注オーダー品になります。



704 S2

スリムでエレガントなフロアスタンド型スピーカーは、より大き
なスピーカーが持つ威厳のある存在感を残しつつも、ご家庭の環
境に自然に溶け込むようデザインされました。音楽とは、並外れ
たリアルさと、ディテールの細やかさによってもたらされる素晴
らしい体験なのです。



706 S2

706は、広い部屋での要望を満たすべく、大きな中音域／低音域
ドライブユニットにより音響に重きを置いたブックシェルフ／ス
タンドマウント型スピーカーです。このスピーカーは、音源のディ
テールと奥行きをそのままに、スタジオの雰囲気までも伝えます。



707 S2

小さなスピーカーから大きなサウンド。小さな部屋に最適であり、
ブックシェルフやスタンド型で使用するためデザインされた707
は、コンパクトなユニットにもかかわらず素晴らしい高音と深み
を再現します。その2ウェイのデザインと先進的なドライブユニッ
トにより、クリアでパワフル、かつとてもまとまりのある音を生
み出します。



Home Cinema

高性能な音響と部屋に適したサイズ感を提供する700シリーズス
ピーカーは、ホームシネマ・サウンドの最高の選択肢です。同シリー
ズの2つのセンターチャンネル・スピーカーやパワフルなDB4S
サブウーファーを併せてお使いいただければ、驚くべき映画体験
が待っています。

この大きな3ウェイのセンターチャンネル・スピーカー
は、かつてないパワーと透明性で迫真の音声を再現し
ます。703フロアスタンド型スピーカーなど、同シリー
ズの大きいサイズのスピーカーと組み合わせるようデ
ザインされています。

この高性能な2ウェイのセンタースピーカーは、スペー
スが重視される小さな部屋のホームシネマセットに適
した製品です。706や704など、よりコンパクトな
700シリーズのスピーカーと組み合わせてお使いくだ
さい。

並外れた1000Wスイッチングアンプを駆動源とし、
800シリーズDiamondと同じエアロフォイル™コーン
ドライブユニット技術を特徴とするDB4Sは、無類の
精度、コントロール、信頼性を提供します。ご家庭の
オーディオセットで700シリーズスピーカーと組み合
わせるのに最適な製品です。

HTM72 S2 DB4SHTM71 S2



Technology

700シリーズは、当社のフラッグシップモデルである800シリー
ズDiamondシリーズの最先端技術を採用しています。また、この
シリーズのために特別に設計された全く新しいテクノロジーも含
まれています。700シリーズ・シグネチャーでは、これらの卓越
したパフォーマンスに、解像度と透明度のさらなる向上を目的と
した、エンジニアが選び抜いた上質のクロスオーバーコンポーネ
ンツを選択して、磨き上げられ完成しました。



Solid body tweeter

705と702スピーカーには、これま
で800シリーズDiamondのみに用いら
れていた高性能デザイン技術であるソ
リッドボディ・トゥイーターを採用し
ています。その音響的に最適化された
形状はアルミニウムの塊から切削して
作られ、非常に安定しており、音の反
響に耐えうる構造になっています。

Continuum™ cone

800シリーズDiamondに初めて導入さ
れたコンティニュアム・コーンは、中
音域のパフォーマンスにおいて最も大
きなステップアップを示すものです。
織布をコーティングしたコーンは分割
共振を高度にコントロールし、より広
くニュートラルな中音域を実現します。

Carbon Dome™ tweeter

カーボンドームトゥイーターは、全く
新しい、700シリーズのためだけに開
発された技術です。600シリーズで採
用されたデカップルド・ダブルドーム
トゥイーターにより劇的に改善し、高
域一次共振周波数を47kHzまで上げる
ことで、正確かつ詳細にピンポイント
でイメージできるようになりました。



Midrange chassis

本シリーズのフロアスタンド型スピー
カー3機種には、中音域ドライバーに
FEA（有限要素法）による最適化を行っ
た新しいアルミニウム製シャーシを採
用しました。この新しいデザインは、
低共振設計により剛性が高く、コント
ロールが改善され中音域の再生がより
クリアになりました。

Decoupled midrange

フロアスタンド型スピーカーの中
音域ドライバーは、800シリーズ
Diamond同様のデカップリングさ
れたマウントデザインも特長とし
ています。デカップリングにより、
キャビネットのカラレーションが
減少し、中音域の鮮明さがさらに
良くなりました。

Aerofoil™ Profile cone

新しいエアロフォイル・プロファイ
ル低音域コーンは、800シリーズ
Diamondスピーカーの低音域コーンと
同じ変厚設計を用いています。高度な
コンピューターモデリング技術を用い
て開発されたこのコーンは、深くダイ
ナミックな低音を届けるため、最も必
要な場所に剛性と硬さを提供します。



Specifications

702 Signature

デカップル・カーボン・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™ ミッ
ドレンジ
デカップル・ミッドレンジ
エアロフォイル™・プロファイル・バ
ス・コーン
フローポート™

3ウェイ・バスレフ型
 
1×ø25mm  デカップル・カーボン・
ドーム・トゥイーター
1×ø150mm  コンティニュアム・コー
ンFSTミッドレンジ
3×ø165mm  エアロフォイル・プロ
ファイル・バス

28Hz～33kHz

45Hz～28kHz

90dB

2次及び3次高調波（90dB軸上1m）
＜1%  86Hz～28kHz
＜0.5%  110Hz～20kHz

8Ω（最低3.1Ω）

8Ωクリップしていないプログラムで
30W～300W
 
  994mm（キャビネットのみ）
1087mm（トゥイーター＋台座含む）
  200mm（キャビネットのみ）
  366mm（台座含む）
  337mm（キャビネットのみ）
  364mm（グリル＋ターミナル含む）
  452mm（台座含む）

29.5㎏

ダトク・グロス

ブラック

￥364,100（1本／税込価格）

※ ペアー販売になります。

702 S2

デカップル・カーボン・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™ ミッ
ドレンジ
デカップル・ミッドレンジ
エアロフォイル™・プロファイル・バス
フローポート™

3ウェイ・バスレフ型
 
1×ø25mm  デカップル・カーボン・
ドーム・トゥイーター
1×ø150mm  コンティニュアム・コー
ンFSTミッドレンジ
3×ø165mm  エアロフォイル・プロ
ファイル・バス

28Hz～33kHz

45Hz～28kHz

90dB

2次及び3次高調波（90dB軸上1m）
＜1%  86Hz～28kHz
＜0.5%  110Hz～20kHz

8Ω（最低3.1Ω）

8Ωクリップしていないプログラムで
30W～300W
 
  994mm（キャビネットのみ）
1087mm（トゥイーター＋台座含む）
  200mm（キャビネットのみ）
  366mm（台座含む）
  337mm（キャビネットのみ）
  364mm（グリル＋ターミナル含む）
  452mm（台座含む）

29.5㎏

ピアノ・ブラック
ローズナット
サテン・ホワイト
ブラック
ブラック
グレー

ピアノ・ブラック
￥346,500（1本／税込価格）
ローズナット／サテン・ホワイト
￥330,000（1本／税込価格）

※ ペアー販売になります。
※ サテン・ホワイトは受注オーダー品
になります。

技術的特徴

仕様

ドライブ・ユニット

周波数レンジ

周波数レスポンス
（基準軸に対し±3dB）

感度（軸上1m, 2.83Vrms）

高調波歪

公称インピーダンス

推奨アンプ出力

寸法　　高さ： 

　　　　幅：

　　　　奥行： 

質量

仕上げ　キャビネット：

　　　　グリル：

希望小売価格

705 Signature

デカップル・カーボン・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
フローポート™

2ウェイ・バスレフ型
 
1×ø25mm  デカップル・カーボン・
ドーム・トゥイーター
1×ø165mm  コンティニュアム・コー
ン バス/ミッドレンジ

45Hz～33kHz

50Hz～28kHz

88dB

2次及び3次高調波（90dB軸上1m）
＜1%  100Hz～22kHz
＜0.5%  150Hz～20kHz

8Ω（最低3.7Ω）

8Ωクリップしていないプログラムで
30W～120W
 
340mm（キャビネットのみ）
407mm（トゥイーター含む）
200mm

285mm（キャビネットのみ）
301mm（グリル＋ターミナル含む）

9.3㎏

ダトク・グロス

ブラック

￥388,300（1組／税込価格）

705 S2

デカップル・カーボン・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 ミッド/
バス
フローポート™

2ウェイ・バスレフ型
 
1×ø25mm  デカップル・カーボン・
ドーム・トゥイーター
1×ø165mm  コンティニュアム・コー
ン ミッド/バス

45Hz～33kHz

50Hz～28kHz

88dB

2次及び3次高調波（90dB軸上1m）
＜1%  100Hz～22kHz
＜0.5%  150Hz～20kHz

8Ω（最低3.7Ω）

8Ωクリップしていないプログラムで
30W～120W
 
340mm（キャビネットのみ）
407mm（トゥイーター含む）
200mm

285mm（キャビネットのみ）
301mm（グリル＋ターミナル含む）

9.3㎏

ピアノ・ブラック
ローズナット
サテン・ホワイト
ブラック
ブラック
グレー

ピアノ・ブラック
￥369,600（1組／税込価格）
ローズナット／サテン・ホワイト
￥352,000（1組／税込価格）

※ サテン・ホワイトは受注オーダー品
になります。

703 S2

デカップル・カーボン・ドーム™トゥ
イーター
コンティニュアム™・コーンFST™ ミッ
ドレンジ
デカップル・ミッドレンジ
エアロフォイル™・プロファイル・バス
フローポート™

3ウェイ・バスレフ型
 
1×ø25mm  デカップル・カーボン・
ドーム・トゥイーター
1×ø150mm  コンティニュアム・コー
ンFSTミッドレンジ
2×ø165mm  エアロフォイル・プロ
ファイル・バス

30Hz～33kHz

46Hz～28kHz

89dB

2次及び3次高調波（90dB軸上1m）
＜1%  90Hz～22kHz
＜0.5%  120Hz～20kHz

8Ω（最低3.1Ω）

8Ωクリップしていないプログラムで
30W～200W
 
  990mm（キャビネットのみ）
1025mm（台座含む）
  200mm（キャビネットのみ）
  320mm（台座含む）
  300mm（キャビネットのみ）
  321mm（グリル＋ターミナル含む）
  370mm（台座含む）

25㎏

ピアノ・ブラック
ローズナット
サテン・ホワイト
ブラック
ブラック
グレー

ピアノ・ブラック
￥264,000（1本／税込価格）
ローズナット／サテン・ホワイト
￥250,800（1本／税込価格）

※ ペアー販売になります。
※ サテン・ホワイトは受注オーダー品
になります。



技術的特徴

仕様

ドライブ・ユニット

周波数レンジ

周波数レスポンス
（基準軸に対し±3dB）

感度（軸上1m, 2.83Vrms）

高調波歪

公称インピーダンス

推奨アンプ出力

寸法　　高さ： 

　　　　幅：

　　　　奥行： 

質量

仕上げ　キャビネット：

　　　　グリル：

希望小売価格

704 S2

デカップル・カーボン・ドーム™トゥ
イーター
コンティニュアム™・コーンFST™ ミッ
ドレンジ
デカップル・ミッドレンジ
エアロフォイル™・プロファイル・バス
フローポート™

3ウェイ・バスレフ型
 
1×ø25mm  デカップル・カーボン・
ドーム・トゥイーター
1×ø130mm  コンティニュアム・コー
ンFSTミッドレンジ
2×ø130mm  エアロフォイル・プロ
ファイル・バス

43Hz～33kHz

48Hz～28kHz

88dB

2次及び3次高調波（90dB軸上1m）
＜1%  100Hz～22kHz
＜0.5%  300Hz～20kHz

8Ω（最低3.1Ω）

8Ωクリップしていないプログラムで
30W～150W
 
925mm（キャビネットのみ）
959mm（台座含む）
165mm（キャビネットのみ）
252mm（台座含む）
255mm（キャビネットのみ）
277mm（グリル＋ターミナル含む）
298mm（台座含む）

18.5㎏

ピアノ・ブラック
ローズナット
サテン・ホワイト
ブラック
ブラック
グレー

ピアノ・ブラック
￥195,800（1本／税込価格）
ローズナット／サテン・ホワイト
￥187,000（1本／税込価格）

※ ペアー販売になります。
※ サテン・ホワイトは受注オーダー品
になります。

706 S2

デカップル・カーボン・ドーム™トゥ
イーター
コンティニュアム™・コーン ミッド/
バス
フローポート™

2ウェイ・バスレフ型
 
1×ø25mm  デカップル・カーボン・
ドーム・トゥイーター
1×ø165mm  コンティニュアム・コー
ン ミッド/バス

45Hz～33kHz

50Hz～28kHz

88dB

2次及び3次高調波（90dB軸上1m）
＜1%  100Hz～22kHz
＜0.5%  150Hz～20kHz

8Ω（最低3.7Ω）

8Ωクリップしていないプログラムで
30W～120W
 
340mm

200mm

285mm（キャビネットのみ）
301mm（グリル＋ターミナル含む）

8㎏

ピアノ・ブラック
ローズナット
サテン・ホワイト
ブラック
ブラック
グレー

ピアノ・ブラック
￥269,500（1組／税込価格）
ローズナット／サテン・ホワイト
￥256,300（1組／税込価格）

※ サテン・ホワイトは受注オーダー品
になります。

707 S2

デカップル・カーボン・ドーム™トゥ
イーター
コンティニュアム™・コーン ミッド/
バス
フローポート™

2ウェイ・バスレフ型
 
1×ø25mm  デカップル・カーボン・
ドーム・トゥイーター
1×ø130mm  コンティニュアム・コー
ン ミッド/バス

45Hz～33kHz

50Hz～28kHz

84dB

2次及び3次高調波（90dB軸上1m）
＜1%  110Hz～22kHz

8Ω（最低4Ω）

8Ωクリップしていないプログラムで
30W～100W
 
280mm

165mm

260mm（キャビネットのみ）
276mm（グリル＋ターミナル含む）

6㎏

ピアノ・ブラック
ローズナット
サテン・ホワイト
ブラック
ブラック
グレー

ピアノ・ブラック
￥172,700（1組／税込価格）
ローズナット／サテン・ホワイト
￥165,000（1組／税込価格）

※ サテン・ホワイトは受注オーダー品
になります。

FS-700 S2

 

 
615mm 
（スパイク含まず）
290mm

298mm

6㎏/1本（充填材無）

ブラック
シルバー

￥74,800 
（1組／税込価格）

HTM71 S2

デカップル・カーボン・ドーム™トゥ
イーター
コンティニュアム™・コーンFST™ ミッ
ドレンジ
エアロフォイル™・プロファイル・バス
フローポート™

3ウェイ・バスレフ型
 
1×ø25mm  デカップル・カーボン・
ドーム・トゥイーター
1×ø100mm  コンティニュアム・コー
ンFSTミッドレンジ
2×ø165mm  エアロフォイル・プロ
ファイル・バス

45Hz～33kHz

50Hz～28kHz

89dB

2次及び3次高調波（90dB軸上1m）
＜1%  90Hz～22kHz
＜0.5%  120Hz～20kHz

8Ω（最低3Ω）

8Ωクリップしていないプログラムで
30W～200W

225mm

590mm

285mm（キャビネットのみ）
301mm（グリル＋ターミナル含む）

18.3㎏

ピアノ・ブラック
ローズナット
サテン・ホワイト
ブラック
ブラック
グレー

ピアノ・ブラック
￥202,400（1本／税込価格）
ローズナット／サテン・ホワイト
￥192,500（1本／税込価格）

※ サテン・ホワイトは受注オーダー品
になります。



仕上げ

700シリーズは、どんなお部屋にもマッチするよ
うな仕上げをご用意しています。ローズナットま
たはピアノ・ブラックからお選びいただけます。
ダトク・グロス仕上げはSignatureモデルになりま
す。
※サテン・ホワイトは受注オーダー品になります。

ピアノ・ブラックダトク・グロス ローズナット サテン・ホワイト

HTM72 S2

デカップル・カーボン・ドーム™トゥ
イーター
コンティニュアム™・コーン ミッド/
バス
フローポート™

2ウェイ・バスレフ型
 
1×ø25mm  デカップル・カーボン・
ドーム・トゥイーター
1×ø130mm  コンティニュアム・コー
ン ミッド/バス

48Hz～33kHz

70Hz～28kHz

87dB

2次及び3次高調波（90dB軸上1m）
＜1%  100Hz～22kHz
＜0.5%  200Hz～22kHz

8Ω（最低4.3Ω）

8Ωクリップしていないプログラムで
30W～120W

166.5mm

480mm

260mm（キャビネットのみ）
275mm（グリル＋ターミナル含む）

9.11㎏

ピアノ・ブラック
ローズナット
サテン・ホワイト
ブラック
ブラック
グレー

ピアノ・ブラック
￥121,000（1本／税込価格）
ローズナット／サテン・ホワイト
￥115,500（1本／税込価格）

※ サテン・ホワイトは受注オーダー品
になります。

技術的特徴

仕様

ドライブ・ユニット

周波数レンジ

周波数レスポンス
－3dB（100Hzを中心に
セット）

S/N比

入力インピーダンス

最大出力 

消費電力

待機消費電力

入力

寸法　　高さ： 
　　　　幅：
　　　　奥行： 

質量

仕上げ　キャビネット：

　　　　グリル：

希望小売価格

DB4S

1000W クラスD Hypex社製アンプ
1×250mm  エアロフォイル・コーン・
バス・ユニット
ダイナミックEQ搭載スイッチングア
ンプ
アプリによるセットアップとBluetooth 
Low Energy制御

サブウーファー

1×250mm  エアロフォイル・コーン・
バス・ユニット

8.5Hz～500Hz

10Hz～350Hz

82dB

XLR 20kΩ
RCA 10kΩ

1000W クラスD Hypex社製アンプ

195W

0.5W以下

2×XLR
2×RCA
2×3.5mm 12V トリガー
RS-232 9PIN Dコネクター

377mm
360mm
368mm

26㎏

ピアノ・ブラック
ローズナット
ブラック
ブラック

ピアノ・ブラック
￥330,000（税込価格）
ローズナット
￥308,000（税込価格）

Accessories

SOLID-SPIKE/S

質量

スパイク高
本体径
ネジ高
ネジ径

SACONEと装着時高さ

標準小売価格

装着可能モデル

SACONE

カラー

最大外形寸法（φ×H）

希望小売価格

B&Wスピーカー専用ソリッドステンレス・
スパイク

B&Wのフロアースタンディングスピーカー/
ブックシェルフスピーカーの性能を最大限に
引き出すオプションパーツとして開発された
スピーカースパイクです。

38g

34mm（最小ロッキング時）
15mm
13mm
  6mm

44mm（床～スピーカー本体下部）最小高

￥7,334（4本１組／税込価格）

New 700 Seriesのセンタースピーカー除く
全て、CM Series, CMS2 Seriesのセンター
スピーカー除く全て

コーンコースター

全てのサウンド・アンカー社のスタンドだ
けでなく、B&W製フロア・スパイク・キッ
トに最高にマッチするコーンコースター（受
け皿）です。2層のマテリアル（超高品質ステ
ンレスと特殊高密度ポリエステル）は最高の
音質をもたらすだけでなく、床面へのダメー
ジを最小限にとどめます。

シルバー（表）／ホワイト（裏）

45mm×12mm

￥4,400（1個／税込価格）



■仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
■弊社取り扱いの B&W 社製品には、弊社発行の保証書が付属されています。必要事項をご記入の上、大切に保管してください。
■日本における B&W 社製品は弊社特約店にてお求めください。直輸入品及び並行輸入品に対して、弊社保証は適応されません。
■補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後、8 年です。
■本製品は天然木のつき板を使用しているため、光（室内照明も含む）によって変色する場合があります。
■本カタログの製品の色は印刷の関係で実際とは違って見えることがあります。
■ノーチラス™、コンティニュアム™、エアロフォイル™、フローポート™ 及び FST™ は、B&W Group Ltd. の登録商標です。
■全ての B&W 社製品には、スピーカーケーブルは付属されておりません。
■このカタログに記載されているスピーカースタンドは別売りです。

ご注意 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（安全上のご注意）」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電などの原因となります。

2021年3月作成

株式会社ディーアンドエムホールディングス
インポートブランドグループ
〒210-8569   神奈川県川崎市川崎区日進町2-1  D&Mビル
http://dm-importaudio.jp/

〈製品に関してのお問い合わせは〉
お客様ご相談センター

TEL. 0570-666-112
IP電話をご利用の場合、つながらない
ことがあります。
その際は 0570-338-6801 に
おかけください。

ご相談受付時間  10:00〜18:00
（土 ･ 日 ･ 祝日、弊社休日を除く）


