






スタジオと共に磨き上げた圧倒的な  表現力が奏でる、ハイレゾ音源の妙。

木 が奏でる美しい響きを 堪能できるウッドコーン 音の歪みを 徹底的に抑える磁気回路 不要振動を抑える3点支持インシュレーター New K2テクノロジー＆New DEUS搭載

ハイレゾの高音質をフルに再現するキャビネット

EX-N50はウッドコーンの原点とも言える8.5cmのフルレンジユニットを採用。木の振動
板ならではの美しい響きを存分に味わうことができます。
2ウェイスピーカーのEX-N70は、11cmウーハー背面にチェリー材のシートを装着する
ことで、音の伝搬速度を上下左右に高める異方性振動板を採用。サイズ感を超えた
ワイドな音の広がりと解像度の向上を実現しました。

磁気回路にアルミショートリングや銅キャップを採用し、音の歪みを抑制。加えて、センター
キャップ内に発生する音を処理するために、ポールピース上部へメイプル吸音材を装着。
ウッドコーンならではのクリアで繊細なサウンドを音場豊かに再生します。

ガタツキを徹底排除するため、プラスチック樹脂と真鍮を組み合わせたハイブリッド型
インシュレーターの3点支持構造を採用。また、不要な共振をなくすため各パーツの取り
付け部に異種金属のネジやワッシャを組み合わせるなど、小さな部品ひとつひとつの
素材にまでもこだわりました。
さらに、EX-N70にはボトムシャーシ底部に厚さ9mmのアークベースを追加して、シャーシ
の剛性を上げあげながら振動を抑制。量感のある低音再生を実現しました。

多様な音質フォーマットに自動対応する当社独自のデジタル高音質技術、New K2テク
ノロジーの搭載により、様々な音楽コンテンツの魅力を引き出します。ハイレゾ音源に
対してもK2処理を行い、よりリアルに、より繊細にマスタークオリティを再現。さらに、
ハイレゾ音源の高分解能に対応するようS/N比と歪み率を改善したデジタルアンプ
New DEUSを搭載。アーティストの想いまで感じられる、細やかな音楽表現を実現
しました。

ハイレゾ再生に対応するため、内部にはチェリーの響棒を配置。キャビネットの剛性を上げ
ながら響きをコントロールし、豊かな音場空間を再現します。EX-N70は複雑な形状の
竹響板を加えて、重心の低い低音再生とスケール感を飛躍的に向上。吸音材にもメイ
プルの木製チップを使うこだわりで、繊細な音色もより際立たせました。
また、サイズ感を超えた大きな音場を再現するため、EX-N50のキャビネットには響きの
良い無垢材を採用しています。

チェリーのシートを装着（EX-N70）

低音エネルギーを 増強するウッドブロック
磁気回路後部にウッドブロックを装着。不要な振動を吸収し、重量を付加することで
低重心な低音再生を可能にしました。EX-N70はブロックを八角形の大型サイズにして、
その効果をいっそう高めています。
いずれも取り付け位置を1mm刻みで調整し、ダクトからの不要な高域成分・振動を
制御することで、解像度の向上と迫力の低音再生を実現しました。

EX-N70 EX-N50

チェリー響棒

竹響板

チェリー響棒

高音質なハイレゾ音源をネットワークで手軽に再生 自然な 信号伝送を目指し
スピーカーの内部配線 の 被覆硬度も指定

radiko.jpの再生に対応

DLNA1.5準拠ネットワークプレーヤーを搭載。今まで聴いていた数多くの音楽コン
テンツやハイレゾコンテンツも、無料専用アプリ「JVC Audio Control WR2※」でスマホ
から手軽に選曲して楽しむことができます。

中高域の抜けと低音の解像度向上を目指し、内部配線OFCワイヤーの被覆硬度まで
指定。添付のスピーカーコードも被覆硬度を指定したOFC18番線を採用しています。

IPサイマル放送サービス「radiko.jp」の再生に対応。クリアなラジオのサウンドが
楽しめます。

※iOS端末とAndroid™端末からダウンロードできます。
※アプリのご使用には無線LANルーターが必要です。
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EX-N70 EX-N50

コンパクトコンポーネントシステム

EX-N70 オープン価格

コンパクトコンポーネントシステム

EX-N50 オープン価格

■ウーハー内部構造
アルミニウムショートリング

銅キャップ

木片吸音材
繊維方向：垂直 ウッドキャップ

繊維方向：水平

EX-N70 EX-N509mm厚アークベース

JVC Audio Control WR2

ソース選択 音質調整 音楽再生

銅ワッシャ
＋

銅メッキネジ

システムオーディオ／ハイコンポ 
スタンダードクラス（10万円未満） 

（株）音元出版

当社のハイレゾ対応モデルは 、ハイレゾ音源の持つクオリティを
再現できる高音質なオーディオ機器です。

EX-N70EX-N70・EX-N50

EX-N70・EX-N50

EX-N70・EX-N50

EX-N70・EX-N50

EX-N70・EX-N50

EX-N70・EX-N50

EX-N70・EX-N50

EX-N70・EX-N50

USB（再生） AUDIO IN/OUTUSB（再生） AUDIO IN/OUT
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New K2テクノロジー＆New DEUS搭載 低音エネルギーを増強するウッドブロック 広い音場と豊かな空間表現を実現するキャビネット 不要振動を抑える3点支持インシュレーター

新鮮かつ力強いサウンドを実現する
ダブルナット構造 ハイレゾ音質も楽しめる拡張性

サイドウッドを採用し
表現力を向上

ピュアな 音色へ
随所に木のパーツを 惜しみなく採用

木 が奏でる美しい響きを 堪能できる
フルレンジウッドコーン

進化した当社独自のデジタル高音質技術New K2テクノロジーを搭載。様々な音楽フォー
マットにも切替えなしで最適に適応処理し、マスタークオリティに近づけます。さらに、
ハイレゾ音質を再現できるようS/N比と歪み率を改善したデジタルアンプNew DEUS
を搭載。広帯域な再生能力を実現し、より細やかな音楽表現を可能にしました。

磁気回路後部にウッドブロックを装着。取り付け位置を1mm刻みで調整し、ダクト 
からの不要な高域成分・振動を制御することで、解像度の向上と迫力の低音再生を実現
しました。EX-HR9は、ブロック形状を大型8角形にして、その効果をいっそう高めています。

サイズを超えた大きな音場を再現するため、キャビネットには響きの良い無垢材を採用。
さらに内部には楽器のようにチェリー材の響棒を配置することで、キャビネットの剛性を
上げながら響きをコントロールし、豊かな音場空間を再現しています。EX-HR9はさらに、
複雑な形状の竹響板を設置し、重心の低い低音再生と音のスケール感向上を実現。吸音
材にもメイプルの木製チップを使うことで、各楽器の音色もより際立たせます。

ガタツキを徹底排除するため、EX-HR9は真鍮無垢削り出し、EX-HR5はプラスチック
樹脂と真鍮のハイブリッド型インシュレーターを用いた3点支持構造を採用。また、不要な
共振をなくすため各パーツの取り付け部に異種金属のネジやワッシャを組み合わせる
など、小さな部品ひとつひとつの素材にまでもこだわりました。
さらに、EX-HR9にはボトムシャーシ底部に厚さ9mmのアークベースを追加して、シャーシ
の剛性を上げながら振動を抑制。量感のある低音再生を実現しました。

スピーカーターミナル部には、接触抵抗を極力小さくするダブルナット構造を採用。鮮度
の高いエネルギッシュな音を実現します。

192kHz／24bit対応のデジタル入力端子（光×1、同軸×1）を装備。外部の対応機に
繋げばハイレゾ音源もハイクオリティのままデジタル接続で楽しめます。

センター部の両サイドにサイドウッド（木製ボード）
を装着。振動吸収と剛性を向上させ音楽の表現力
をアップさせました。

音の伝わり方が速く、ボイスコイルボビンとしても理想的な“木”を薄さ80μmに削り出して
加工。音の伝達ロスを抑え、解像度を飛躍的に高めました。
磁気回路にはアルミショートリングや銅キャップを採用し、音の歪みを抑制。加えて、
センターキャップ内に発生する音 を処理するために、ポールピース上部へメイプル吸音
材を装着。その繊維方向までこだわる徹底ぶりが、ウッドコーンならではのクリアで
繊細なサウンドを音場豊かに再生します。

スピーカーは楽器でありたい。その想いから生まれた木
の振動板の原点であるフルレンジウッドコーンを採用※。
EX-HR9ではその豊かな音場空間をより拡大させる
ため、音の伝搬速度を向上させる異方性振動板を採用。
縦・横方向にバランスをとりながら装着することで、
ワイドな音の広がりと解像度の向上を実現しました。

EX-HR9 EX-HR5

■内部構造
アルミニウムショートリング

銅キャップ

木片吸音材
繊維方向：垂直 ウッドキャップ

繊維方向：垂直
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チェリー響棒竹響板チェリー響棒

EX-HR9 EX-HR9EX-HR5 EX-HR5

コンパクトコンポーネントシステム

EX-HR9

サンプリング周波数96kHzの信号にK2をOFF、ONした波形です。
48kHzまでの再生信号が 、K2によって96kHzまで拡張していることがわかります。

ウッドボイスコイル

メイプルの木製チップを吸音材として採用

9mm厚アークベース

コンパクトコンポーネントシステム

EX-HR5

積み重ねてきた音響技術の粋を惜し みなく注いだフルレンジラインアップ。

オープン価格

※EX-HR5は8.5cm、EX-HR9は9cm。

銅ワッシャ
＋

銅メッキネジ

EX-HR9EX-HR9・EX-HR5
EX-HR9

EX-HRシリーズ全機種 EX-HRシリーズ全機種 EX-HRシリーズ全機種 EX-HRシリーズ全機種

異方性振動板

EX-HRシリーズ全機種 EX-HRシリーズ全機種

USB（再生） FM/AM AUDIO IN/OUT オープン価格 USB（再生） FM/AM AUDIO IN/OUT
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木でできた楽器のような自然な響きをスピー
カーで再現したい。その想いから進化を重ねて
きたウッドコーンの響きをiPod／iPhone／
iPad世代にも届けるため、コンパクトでシンプル
なデザインに音響のノウハウを惜しみなく投入
しました。

ウッドコーンならではの豊かで美しい響きを届ける
モダンスタイルラインアップ

ネットワーク世代にも伝えたい、木の響き。
ウッドコーンの感動音質を、次の時代へ。

外観の高級感に加え、重量の増加と本体全体
の剛性を高めることで外部からの振動を抑制
し、クリアなサウンドを実現しました。

前面パネルにアルミ素材を採用

EX-N5はAirPlay、DLNA、Wi-Fiの3つのネットワーク規格
に対応。ダイレクト接続ならルーターがなくてもiPhoneや
Android™、タブレット、PC等に保存した音楽を手軽にワイヤ
レスで高音質再生できます。

Android用無料アプリ「JVC Audio Control W1」をダウンロードすれば、同じ
ネットワークサーバー内＊の音楽をより快適に操作できます。

シンプル＆カンタン
ダイレクト接続

スマートフォンをリモコン代わりに使える
無料アプリ対応

■USBによるiPadデジタル接続が可能。専用iPad
スタンド付き。

■CD、USB再生、AM／FM、AUDIO INなど多彩
なソースに対応。

コンパクトコンポーネントシステム

オープン価格

EX-N5

コンパクトコンポーネントシステム

オープン価格

EX-N1

ネットワーク対応規格
iPhone/iPod touch/
iPad/Android/PC

iPadスタンド

※日本マニュアルコンテスト2013部門優秀賞を受賞したマニュアルです。

＊パソコン／NAS／本アプリがインストールされたAndroid対応端末
※Android OS 2.3以降の端末でご利用ください。
※すべてのAndroid端末での正常な動作を保証するものではありません。
※パソコンやNASの音楽再生には、無線LANルーターが必要です。
※不具合による本機およびAndroid端末のデータ内容の損失については、当社は一切の責任

を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。

インシュレーター取り付け部に真鍮ニッケル
メッキワッシャを採用し、音の立ち上がりと
歯切れの良さを改善しました。さらに、EX-N5
は内部のワッシャに真鍮ニッケルメッキや銅の
異種金属を使用して共振を低減。天板と前面
パネル勘合部には振動吸収部材を追加する
など、さらなる音楽空間表現力の向上と高解像
度な低音再生を目指し、細やかな配慮が注が
れています。

取付パーツの素材にもこだわる職人の技

接続マニュアル※は
コチラから

自然で重厚な音楽空間を実現した
最新の2ウェイウッドコーン。

コンパクトコンポーネントシステム

EX-HR7 オープン価格

2ウェイならではの重厚な低音と美しい響き
直径11cmのウーハー背面にチェリー材の薄いシートを十字型に装着した異方性
振動板を採用。木目方向を考慮しシートの幅を細かく調整することで、音の伝搬
速度を上下左右にバランスよくコントロール。ワイドな音の広がりと解像度の向上
を実現しました。

豊かな 音楽空間を 表現する厳選素材のスピーカー

ハイブリッドインシュレーターと
アークベースで不要な 振動を抑制

キャビネット内部には楽器のように竹の響板
やチェリー響棒を細やかに配置して響きを 
コントロールしています。また、ウーハーと 
ツィーターユニットそれぞれの磁気回路後部 
に8角形チェリーのウッドブロックを装着。
1mm刻みで位置を調整し、不要な振動を 
吸収することで解像度を向上させ、広い音場
と重心の低い低音再生を実現しました。

さらに、メイプルの木製チップを吸音材として設置。楽器の分離を大幅に向上
させました。

ガタツキを排除する3点支持のインシュレー
ターは、プラスティック樹脂と真鍮を組合せた
ハイブリッド仕様。底部には9mm厚の木製
アークベースを固定して共振を抑制すると共
に、パーツの取り付け部には異種金属のネジ
やワッシャを組合わせて不要な共振をなくす
など、徹底した振動対策を講じています。

チェリーのシートを装着

ウーハー後部ツィーター後部

竹響板

チェリー響棒

ハイブリッドインシュレーター

銅ワッシャ
＋

銅メッキネジ
真鍮ニッケルメッキワッシャ

＋
銅メッキネジ

9mm厚アークベース

EX-N5EX-N5・EX-N1

EX-N5・EX-N1

EX-N5・EX-N1

EX-N5

EX-HR7 EX-HR7

EX-HR7

EX-N5・EX-N1

EX-N5・EX-N1

キャビネット内部

USB（再生） FM/AM AUDIO IN/OUT

USB（再生）

USB（再生）

FM/AM

FM/AM

AUDIO IN/OUT

AUDIO IN/OUT

※最新のiPod ／iPhone対応情報につきましてはWEBサイトをご覧ください
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四方留め構造でキャビネットの剛性をアップ

OFCワイヤーは
被覆硬度まで徹底検証して指定

ユニット後部のウッドブロックが振動を低減。
取り付け位置決めはmm単位で検証

補強桟を加えて
クオリティーの高い響きに

コンパクトコンポーネントシステム

オープン価格
EX-S3

ミリ単位で取り付け位置を検証したユニット後部のウッドブロックをはじめ、細部に至る 
まで様々なこだわりを徹底。サイズを感じさせない立体感のある広い音場と、重心の 
低い豊かな低音を実現しました。

レシーバー部のボトムやシャーシの金具に、あえて異種金属を組み合わせて採用する 
ことで、不要な共振を分散。振動を低減するための工夫を随所に散りばめ、音の広がり
やクリア感の向上を追求しました。

空間に広がりを感じさせる高さ110mmのフラット＆ロースタイルデザインを採用。天然
木を組み合わせたあたたかみのあるスタイリッシュなボディは、まるでカフェにいるような
くつろぎの空間を演出します。カラーバリエーションはインテリアとの相性もよい3種類を
ラインナップしました。

デジタルコンテンツの音質劣化を最小限にとどめ、音源を忠実に再生する“高精度 
フルデジタルシステム”を採用。CD、iPod、USB等に収録した楽曲をクリアな音質で
楽しめます。

ウッドコーン初のBluetooth対応モデルEX-S5。NFC搭載なので、対応スマートフォン
やタブレットをかざすだけで簡単にペアリング可能。ウッドコーンの美しい響きをワイヤ
レスで自在に楽しめます。

FM／AMチューナー搭載。FMチューナー部は、AM放送をFMで受信できるFM補完
中継局に対応する95.0MHzまで受信可能です。

お気に入りのCD音源をパソコンを経由せずUSB
メモリーに 録音可能。ラジオ番組や外部入力も 
録音できるので、デイリータイマー機能を使って 
毎日のラジオ英会話なども録音できます。

見えない場所にもこだわり抜いたスピーカーユニット

パーツひとつひとつにまで徹底されたレシーバー部の振動対策

くつろぎの空間を演出するCAFE STYLEデザイン

デジタル音源を高音質化するフルデジタルアンプ搭載

スマホ内の音楽も手軽に再生できる
Bluetooth＆NFC搭載

ワイドFM（FM補完中継局）に対応

CDやラジオ、外部入力の録音・再生が可能なUSB端子搭載

■CDプレーヤー・FM／AMチューナー・iPod／
iPhone専用ダイレクトデジタル接続ドック搭載。

■CDやラジオ（FM／AM）、外部入力の録音・再生
が可能なフロントUSB端子※搭載。

※接続するUSB機器は、Microsoft® Windows Media® 
Playerで音楽ファイルを管理できるモデルに限ります。
また、USBマスストレージクラス対応のモデルに限ります。

iPod／iPhone専用ドック

■CDプレーヤー・FM／AMチューナー・iPod／iPhoneの
　デジタル接続対応USB端子搭載。

■再生・録音タイマー、スリープタイマー機能。

キャビネット内部

お 気に入りの 空 間に、木の 音 色を。
くつろぎの 質を変えるカフェスタイル・コンポ。

コンパクトコンポーネントシステム

EX-S5 オープン価格

EX-S5-W（ホワイト）

EX-S5-B（ブラック）EX-S5-T（ブラウン）

EX-S3-C（ベージュ）

EX-S3-M（ナチュラルウッド）

EX-S3-B（ブラック）

EX-S3-T（ブラウン）

USB（録音・再生） FM/AM AUX IN

※FM補完中継局とは、AMの放送対象区域において災害や難聴（都市型難聴、外国波混信、地理 
的・地形的難聴）対策のためにFM方式で補完的な放送を行う中継局のこと。放送局や使用周波
数、放送開始時期などの詳細は各ラジオ局のホームページなどをご覧ください。

※最新のiPod ／iPhone対応情報につきましてはWEBサイトをご覧ください

USB（録音・再生） FM/AM AUDIO IN/OUT
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歯切れよい低音、柔らかな音質を際立たせる
スピーカースタンド。

ウッドコーンの高音質を忠実に引き出す3層構造のインシュレーター採用。
安定したセッティングにより、クリアな音像定位を実現します。

3層構造でクリアな 音像定位を実現

EX-HR9 EX-HR5 EX-HR7 EX-N70 EX-N50

ネットワーク

無線LAN規格 − −

伝送方式／接続方式 − DLNA ver. 1.5／イーサネット

対応音声フォーマット − MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、DSD、Apple Lossless、LPCM

IPサイマル放送サービス − radiko.jp

Bluetooth®
バージョン／規格 − −

対応プロファイル／コーデック − −

アンプ

実用最大出力 50W＋50W（JEITA4Ω） 50W＋50W（JEITA4Ω）

音声入力端子 アナログ×2、デジタル×2（光1、同軸1） アナログ×2、デジタル×2（光1、同軸1）

音声出力端子 アナログ×1 アナログ×1

サブウーハー出力端子 1 1

ヘッドフォン出力
（ステレオミニジャック）端子 1 1

USB端子 1（再生） 前面×1（再生）、背面×1（再生）

他端子 − イーサネット端子

USB部※1

再生可能フォーマット MP3、WMA、AAC※2 MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、DSD、Apple Lossless※2※3

録音機能（フォーマット） − −

iPod／iPhone接続対応 ● ●（前面USBのみ対応）

CD

再生可能メディア 音楽CD、CD-R／RW（MP3、WMA） −

リピート／ランダム／
プログラム演奏 ●／●／● −

サウンド

K2テクノロジー ● ●

重低音再生 ● ●

BASS／TREBLE ● ●

チューナー
受信周波数範囲 FM：76MHz～90MHz／AM：531kHz～1,629kHz −

プリセット数 40局（FM＋AM） −

タイマー

タイマー機能 − −

タイマープログラム数 − −

スリープタイマー ● ●

便利な機能

ディマー機能 ● ●

チャイルドロック ● −

オートパワーセーブ（節電機能） ● ●

スピーカー

形式  フルレンジバスレフ 2ウェイバスレフ 2ウェイバスレフ  フルレンジバスレフ

異方性振動板 ● − ● ● −

響板・響棒 竹響板＆チェリー響棒 チェリー響棒 竹響板＆チェリー響棒 竹響板＆チェリー響棒 チェリー響棒

ウッドブロック ●（8角形メイプル材） ● ●（8角形チェリー材） ●（8角形チェリー材） ●

メイプルチップ吸音材 ● − ● ● −

ユニット 9.0cm ウッドコーン×1（1本） 8.5cm ウッドコーン×1（1本） 2.0cm ウッドドーム×1／
11.0cm ウッドコーン×1（1本）

2.0cm ウッドドーム×1／
11cm ウッドコーン×1（1本） 8.5cm ウッドコーン×1（1本）

電源

50Hz／60Hz共用 AC100V AC100V

消費電力

定格消費電力 45W 50W

待機時 0.5W以下 0.5W以下

寸法

本体部
（W×H×D）mm／kg 280×115×289／4.2 255×115×289／3.2 255×115×289／3.4 255×115×289／3.1 255×115×289／2.9

スピーカー部
（W×H×D）mm／kg（1本） 120×161×264／2.2 120×161×246／1.8 149×262×249／4.2 149×262×249／4.2 120×161×246／1.8

付属品 リモコン、単4乾電池×2（リモコン動作確認用）、
FM簡易アンテナ、AMループアンテナ、スピーカーコード

リモコン、単4乾電池×2（リモコン動作確認用）、
スピーカーコード

対応iPod／iPhone／iPad※6

iPod touch（第1～5世代）、
iPod nano（第2～7世代）、

iPod classic、
iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、

iPhone4s、iPhone4、iPhone3GS、iPhone3G

iPod touch（第1～5世代）、
iPod nano（第2～7世代）、

iPod classic、
iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、

iPhone4s、iPhone4、iPhone3GS、iPhone3G

EX-N5 EX-N1 EX-S5 EX-S3

ネットワーク

無線LAN規格 Wi-Fi（IEEE802.11b／g） − −

伝送方式／接続方式 DLNA ver. 1.5、AirPlay − −

対応音声フォーマット 【DLNA】MP3、WMA、LPCM − −

IPサイマル放送サービス − −

Bluetooth®
バージョン／規格 − ver.2.1＋EDR −

対応プロファイル／コーデック − A2DP、AVRCP／SBC −

アンプ

実用最大出力 50W＋50W（JEITA4Ω） 25W＋25W（JEITA4Ω） 30W＋30W（JEITA4Ω）

音声入力端子 アナログ×2（AUX、AUDIO IN） アナログ×1（AUX） アナログ×1（AUDIO IN）

音声出力端子 − −

サブウーハー出力端子 1 − 1

ヘッドフォン出力
（ステレオミニジャック）端子 1 1

USB端子 1（再生） 1（録音／再生）

他端子 iPod／ｉPhoneドック×1、
iPod／iPhone用ビデオ出力×1 − iPod／ｉPhoneドック×1、

iPod／iPhone用ビデオ出力×1

USB部※1

再生可能フォーマット MP3、WMA※2 MP3、WMA※2

録音機能（フォーマット） − ●（MP3 128kbps／192kbps）※4 ●（MP3 128kbps）※4

iPod／iPhone接続対応 ● ● −

CD

再生可能メディア 音楽CD、CD-R／RW（MP3、WMA） 音楽CD、CD-R／RW（MP3、WMA） 音楽CD、CD-R／RW（MP3、WMA、WAV）

リピート／ランダム／
プログラム演奏 ●／●／● ●／●／●

サウンド

K2テクノロジー − −

重低音再生 ● ● −

BASS／TREBLE ● ● イコライザー

チューナー
受信周波数範囲 FM：76MHz～90MHz／AM：531kHz～1,629kHz FM：76MHz～95MHz／AM：531kHz～1,602kHz FM：76MHz～90MHz／AM：531kHz～1,629kHz

プリセット数 40局（FM＋AM） 40局（FM＋AM） 30局（FM）／15局（AM）

タイマー

タイマー機能 ●（再生） ●（録音／再生） ●（再生）

タイマープログラム数 ワンス／デイリー ワンス／デイリー ワンス／ウィークリー

スリープタイマー ● ●

便利な機能

ディマー機能 ● ●

チャイルドロック − ●

オートパワーセーブ（節電機能） ● ●

スピーカー

形式  フルレンジバスレフ  フルレンジバスレフ

異方性振動板 − −

響板・響棒 チェリー響棒 −

ウッドブロック − ●

メイプルチップ吸音材 − −

ユニット 8.5cm ウッドコーン×1（1本） 8.5cm ウッドコーン×1（1本）

電源

50Hz／60Hz共用 AC100V AC100V

消費電力

定格消費電力 40W 26W 45W

待機時 0.4W（省エネモード時） 0.4W 6.0W以下（Bluetoothスタンバイ時）
0.5W以下（待機時） 0.5W以下

寸法

本体部
（W×H×D）mm／kg 223×96×338※5／2.9 223×96×338／2.8 219×110×291／2.1 214×120×262／2.2

スピーカー部
（W×H×D）mm／kg（1本） 120×161×246／1.7 140×110×276／2.0 143×120×251.5／2.0

付属品
リモコン、単3乾電池×1（リモコン動作確認用）、

FM簡易アンテナ、AMループアンテナ、
スピーカーコード、iPad用スタンド

リモコン、単4乾電池×2（リモコン動作確認用）、
FM簡易アンテナ、AMループアンテナ、

スピーカーコード

リモコン、単4乾電池×2（リモコン動作確認用）、
FM簡易アンテナ、AMループアンテナ、

スピーカーコード、コアフィルター

対応iPod／iPhone／iPad※6
iPod touch（第1～4世代）、
iPod nano（第2～6世代）、

iPhone4s、iPhone4、iPhone3GS、iPhone3G、
iPad（第3世代）、iPad2、iPad（iPadはUSB接続のみ)

iPod touch（第2～5世代）、
iPod nano（第3～7世代）、

iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、
iPhone4s、iPhone4、iPhone3GS、iPhone3G

＜ドック接続のみ＞
iPod touch（第1～4世代）、
iPod nano（第2～6世代）、

iPod classic、
iPhone4s、iPhone4、iPhone3GS、iPhone3G

■主な機能・仕様

スピーカースタンド

LS-EXA3
オープン価格（2本1組）

【対象機種】EX-HR9／EX-HR5／EX-N50／EX-N5／EX-N1／EX-AR7／EX-AR3／EX-AK1／
　　　　　 EX-BR3／EX-BK1／SX-WD30

【寸法 W×H×D（mm）／質量（kg）】120×43×232／0.76（1個）

※1：接続するUSB機器は、USBマスストレージクラスに対応したものに限ります。 
※2：サンプリング周波数・・・MP3、WMA、AAC→32/44.1/148kHz
　　　　　　　　　　　　 WAV、FLAC、LPCM→32/44.1/48/96/176.4/192kHz
　　　　　　　　　　　　 DSD→2.8224MHz
　　　　　　　　　　　　 Apple Lossless→32/44.1/48/96kHz

※3：背面のUSB端子は176.4kHz/192kHzには対応しておりません。
※4：CD、ラジオ、外部入力の録音に対応。
※5：Wi-Fiアンテナ伸張時の高さは136mm。
※6：最新の対応情報については各商品WEBページからご確認ください。
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