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名様に豪華賞品が　当たる！45愛読者様 特大プ　レゼント
PANASONIC

TH-L47DT5
￥OPEN（市場想定価格300,000円前後）
提供：パナソニック

TOSHIBA

DBR-Z150
￥OPEN（市場想定価格90,000円前後）
提供：東芝

JVC

GZ-VX770
￥OPEN（市場想定価格100,000円前後）
提供：JVCケンウッド

ONKYO　

TX-NR616
￥84,000（税込）　
※本体色の指定はできません
提供：オンキヨー

DENON

AVR-1713
￥55,650（税込）
提供：デノン

YAMAHA　

RX-V473
￥52,500（税込）　
提供：ヤマハ

PIONEER　

X-SMC5-K
¥OPEN（市場想定価格40,000円前後）
提供：パイオニア

MAXELL　

MXSP-HF5000
￥OPEN（市場想定価格40,000円前後）　※本体色：レッド　
提供：日立マクセル

MONITOR AUDIO　

Bronze BX2
¥44,100（税込）　※本体色の指定はできません
提供：ハイ・ファイ・ジャパン

TRIODE

TRK-3488
￥115,500（税込）
提供：トライオード

MARANTZ

NA7004
¥97,650（税込）　※本体色の指定はできません
提供：マランツ

無線LANユニットを内蔵し、スマートフォンとの連携機能を高めた録画対
応液晶テレビ “スマートVIERA”。IPSαパネルを搭載し、LEDバックライト
を採用。3D映像の再生にも対応している。機能面では、無線LAN環
境のない家庭でも「お部屋ジャンプリンク」を利用できるほか、iOS/
Android用アプリを使い、スマホの写真や動画を表示することも可能。
デザイン面ではスリムデザインを採用。フレームと据え置きスタンドはヘア
ライン仕上げのメタル素材が使われている。

1TBのHDDと地上/BS/110度CSデジタルチューナー2基を搭載した「W録」仕様のBDレ
コーダー。スカパー！HD録画機能も備え、デジタル放送とスカパー！HDの2番組同時録画も
可能だ。内蔵HDDのほか外付USB-HDDの増設録画機能も搭載し、最大8台までの登録
が行える。録画番組をDLNA機器に配信する「レグザリンク・シェア」にも対応している。

国産ネットワークオーディオプレーヤーの草分け的な存在である本機は、発売から1年以上経っ
た今も、その高い完成度で人気を継続している。対応ファイルフォーマットはMP3/WMA/
AAC/WAV/FLACで、FLACは96kHz/24ビットまで対応。USB端子を備え、iPodデジタル
接続が可能なほか、USB-DACとしても利用可能。またBluetoothレシーバーも付属する。

“Everio”として初めてWi-Fi
ネットワーク機能を搭載した
モデル。Wi-Fi Direct機能
を使ってスマートフォン/タブレ
ットに映像を転送し、SNSな
どにアップロードできるほか、
モニタリングやお知らせメー
ルなど安心を高める機能も備
えた。332万画素の1/4.1
型 裏面照射CMOSセンサ
ーを搭載。32GBのメモリー
を内蔵したほか、SDメモリー
カードへも録画できる。

トライオード創立15周年記
念モデルとして開発されたキ
ットモデル第1弾。コンセプト
は「A級増幅で楽しむEL34
およびKT88サウンド」で、ス
イッチ1つで2種類の真空管
のサウンドが楽しめる。入力
端子やボリューム回りの配線
は加工済。部品をプリント
基板へ差し込み、ハンダ付け
を行った後に完成基板をシャ
ーシに取り付けて、基板への
配線を行うと完成する。

MHLとInstaPrevueに対応
した定格出力130W/chの
7.1ch AVアンプ。ネットワ
ーク機能を搭載し、DLNA
／ Windows 7に 準 拠。
rad iko . j p/MP3tunes/
vTuner/AUPEO！などネット
ワークコンテンツの再生に対
応する。HDMI端子は入力
8/出力2を備えており、2系
統同時出力が可能。

エントリーモデルながらネット
ワーク機能を備え、スマートフ
ォンやタブレットとの連携を向
上させた5.1ch AVアンプ。
ヤマハのAVアンプとして初
めてAirPlayに対応した。
HDMIは入力4/出力1を備え
ており、3D＆ARCに対応す
るほか、4K映像信号のパス
スルーにも対応する。

NTTエレクトロニクスが開発した、
音声の残響を高精度に分離す
る新技術「HiFiREVERB」を
採用したスピーカー。残響音と
直接音を分離し、残響音を独立
してコントロールすることで自然
な音場を作り出す。ワイヤレス
伝送サンプリング周波数は
16bit/48kHzで、ワイヤレス伝
送距離は約20m。

アルミ回転式シャッター、ブラックの円筒形
本体を採用したスタイリッシュなフロアスタ
ンド型スクリーン“キャリアビジョン”。生地
はポリエチレンテレフタレートにパール特殊
加工を施したもので、高ゲインを実現した。
画面は16対9の80型。

回路構成や筐体設計をブラ
ッシュアップした新AVアンプ。
音響特性を最適化する
「Audyssey MultEQ XT」
も採用した。ネットワーク機
能も充実し、DLNAはもちろ
ん、AirPlayにも対応する。
本体前面にもHDMI入力端
子を備え、使い勝手を向上。
さらに省スペース設計となっ
たのもポイントだ。

CD/DVDをはじめ、iPod/iPhone/
USBメモリー、FMラジオ／インターネッ
トラジオなど多彩な再生に対応した
iPodドック付きAVコンポ。AirPlayや
Bluetooth経由での音楽再生にも対
応している。また、映像出力端子も備
え、テレビなどへ出力することも可能だ。

C - C A M（C e r a m i c C o a t e d 
Alminium Magnesium）トゥイーター
を搭載した2ウェイ・ブックシェルフ型
のスピーカー。キャビネットには「Silver 
RX」に採用されたシングルボルトによる
ドライバー固定方法を採用するなど、
上位機の技術を数多く採用して音質
を高めた。

水分で囲まれたプラズマクラスターが髪の表面を
コーティングすることで保湿機能を高めたドライヤ
ー。潤いが髪に浸透することでクセを抑えること
ができる。また静電気も抑制しているほか、適温
50度で地肌に優しい「地肌エステモード」も備
えている。
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プレゼントの当選発表は賞品の発送を
もって代えさせていただきます

リニューアル記念

ヘアドライヤーフロアスタンディングスクリーン

ネットワークオーディオプレーヤープリメインアンプキット

ビデオカメラ“Everio”BDレコーダー“REGZA ブルーレイ”

液晶テレビ“VIERA”

スピーカーシステムワイヤレススピーカー

ネットワーク対応コンポAVアンプ

AVアンプAVアンプ

OS SCREEN　

BS-80H
￥84,000（税込）
提供：オーエスプラスe

SHARP　

IF-PB1
￥OPEN
（市場想定価格19,800円前後）　
※本体色はピンク
提供：シャープ
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KEF　

C1
￥26,250（ペア/税込）　
※本体色はウォールナット
提供：KEF JAPAN

KLIPSCH　

Reference S4
￥OPEN（市場想定価格8,800円前後）
提供：イーフロンティア

AUDIO-TECHNICA　

ATH-CK90PROMK2
￥26,250（税込）
提供：オーディオテクニカ

OLASONIC　

TW-D7OPT
￥OPEN（市場想定価格17,600円前後）
提供：東和電子

OLASONIC　

TW-D7IP
￥OPEN（市場想定価格19,800円前後）
提供：東和電子

HRT　

HeadStreamer
¥OPEN（市場想定価格27,300円前後）
提供：サエクコマース

薄型テレビ用スピーカー

イヤホン

イヤホン

スピーカーBluetoothスピーカー“BuruTta”

BD／DVDソフト

ヘッドホン

BDソフト

USBケーブル

ルームチューニング材“Azteca”

電源ケーブル

録画用DVD-R

iPodドック付きスピーカー

AirPlay対応スピーカー

iPhone/iPodドックスピーカー

ヘッドホン

ヘッドホンアンプ

アクティブスピーカー

イヤホン

ヘッドホン
KLIPSCH　

Mode M40
￥OPEN（市場想定価格34,800円前後）　
提供：イーフロンティア

KLIPSCH　

iGroove SXT
￥OPEN（市場想定価格19,800円前後）
提供：イーフロンティア

AUDYSSEY　

AUDIO DOCK AIR
￥39,800（税込）　
提供：オーディシー

KLIPSCH　

Reference One
￥OPEN（市場想定価格13,800円前後）　
提供：イーフロンティア

FINAL AUDIO DESIGN　

heaven IV
￥OPEN（市場想定価格15,000円前後）　
※本体色はブラック　
提供：ファイナルオーディオデザイン事務所

AUDYSSEY　

MEDIA SPEAKERS
￥19,800（税込）　
提供：オーディシー

コンパクトなブックシェルフスピーカ－。100mm径の高性能バ
スドライバーにスロット・ポートを備え、タイトな低音を再生。上
位機に採用されている技術を数多く搭載している。非売品の
「KEF50周年記念小冊子/CDセット」もセットでプレゼント。

上級ケーブルの技術を投入したハイコストパフ
ォーマンスな電源ケーブル。ナノサイズの金
属微粒子を高濃度分散させたコロイド液で導
体表面を被うことで、導体間の電子の動きを
スムーズにし、ノイズを抑制している。

左右対称のケーブル構造「Symmetricon 
Design」を採用したUSBケーブル。導体に
はシルバークラッド OFC高純度銅×4本を採
用。端子は24金メッキの厚手処理を施した。
プレゼント品はA-type - B-typeとなる。

コード部分を除く重量が85gという小型軽量
な開放型ヘッドホン。モバイル使用はもちろん、
軽量で疲れにくいため、テレビやPCゲームな
どにも適している。ケーブルはストレート1mに
加え、延長4mケーブルも付属している。

スマートフォン向け商品ブランド「BuruTta」
第一弾製品。Bluetooth対応の振動型スピ
ーカーで、底面が振動し音を再生。バッテリ
ーは10時間連続駆動が可能。新開発の「ス
マピタ」プレートによって、スマートフォンスタン
ドとしても使用できる。

That's　
DR-C12WWY50BNT
￥OPEN（市場想定価格3,480円前後）
提供：スタート・ラボ

KRYNA　
AZM-N
￥3,780　※本体色はナチュラル
提供：クライナ

ディズニー　
『リアル・スティール』
『フライトナイト』
『戦火の馬』
提供：ウォルト・ディズニー・
スタジオ・ジャパン

20世紀FOX　
『マイ・フレンド・ 
フォーエバー』
『TIME／タイム』
提供：20世紀フォックス 
ホーム エンターテイメント

「がんばろう！日本」パッケージの、録画用
DVD-Rの50枚スピンドルケースバージョン。
記録面を特殊ハードコートし、キズ・ホコリ・
ヨゴレに強いため、安心して保存できる。レー
ベルはワイドタイプのプリンタブルホワイト。

角度を調整して傾斜をつけたピラミッドステッ
プにより、音を上下左右に拡散させ、部屋の
音響特性を改善する。吸音効果を持たせた
同社の他製品とともに使用することで、効率
の良いルームチューニングが行える。

ロボット格闘技を通じ、父子が絆を取り戻して
いく姿を描いた近未来SF大作『リアル・ス
ティール』や戦慄と興奮のバトルアクション・
ホラー『フライトナイト』など、いま話題のブル
ーレイソフト3本をセットで3名様にご提供。

95年に公開され、名作と名高いヒューマンド
ラマ『マイ・フレンド・フォーエバー』と、老化
遺伝子の除去方法が発見され、富によって
不死が実現した未来を描く最新作『TIME
／タイム』の両作品をセットで3名様に。

定評のあるKLIPSCH
イヤホンに、ダイナミッ
ク型ドライバ搭載の新
シリーズ「Reference」
が登場。イヤーピース
は特殊な素材と形状で
作られた特許取得のも
の。ケーブルは耐久性
に優れた新型で、カラ
ーリングもブラックと銅
色のユニークな組み合
わせ。

KLIPSCHとして初のノイ
ズキャンセリング・ヘッド
ホン。40mmウーファー
と15mmトゥイーターのダ
イナミックデュアルドライ
バー構成を採用。単4
電池1本で最長45時間
駆動するスタミナ性能も
魅力。ブラウンと銅色を
使った美しいカラーリング
も特徴的。

トゥイーターとウーファーを別のアンプで駆動するバイアンプ
方式を採用したiPhone/iPodドックスピーカー。高能率で
低歪なクリプシュ伝統のトラクトリクス・ホーンを搭載している。
Sビデオ出力やAUX入力も備え、テレビへの出力も可能だ。

「ATH-CK90PRO」をリファインした2Wayデュアルバランス
ドアーマチュア型イヤホンで、鮮明な音再生が特徴。低域/
高域ドライバーをつなぐネットワークは専用設計のものを採用。
「ACOUSTIC HORN」構造により、音の伝搬能率も向上さ
せている。

同社のアクティブスピーカーをベースに開発された薄型テレ
ビ用スピーカー。テレビ用アンプとパッシブスピーカーで構成
される。「SCDS」回路により消費電力を3.5Wに抑えたの
も特徴。テレビと連動したオートパワーON/OFF機能も備
える。

アンプ部にiPhone/iPodドックコネクターを備えたスピーカー
システム。同社の他製品と同様、スピーカーはコーン型ユニ
ットと発泡ウレタン製パッシブラジエーターを組み合わせ、特
徴的な卵形キャビネットに収めている。

USB-DAC「MusicStreamer II」のDAC部を継承し、アシ
ンクロナスモードを採用することでジッターを排除。その上で
アナログ部の設計をヘッドホンアンプに特化させ、より高音
質化を果たしたポータブルヘッドホンアンプ。

同ブランド第3弾製品となる
AirPlay対応スピーカー。左右
にユニットを配置した構成がユ
ニークだ。もちろん、同社の音
響技術「Audyssey BassXT 
technology」「Audyssey EQ 
techno logy」「Audyssey 
Dynamic EQ technology」な
ども搭載されている。

KLIPSCH社が誇る最高級
スピーカー「Reference」
の名前を冠したヘッドホン。
ダイナミック型40mmスピー
カーを採用している。遮音
性に優れたイヤーカップ、耐
久性を増した新型ケーブル、
3ボタン・リモコン・マイクな
どを搭載している。

独自カスタムしたシングルドラ
イバーを搭載するバランスドア
ーマチュア型イヤホン。筐体
内部の空気の流れを最適化
する「BAM（Balancing Air 
Movement）機構」を進化さ
せ、よりシンプルな構造で小型
化を実現した。BAM開口部
をなくしたことで、音漏れを軽減
させている。

様々な音楽シーンを生
み出す、ニューヨークの
Lower East Sideをイ
メージしたスピーカー。
3.5mmライン入力と光
デジタル入力を搭載し
たアクティブスピーカー
で、様々な機器と接続
可 能。「Audys se y 
Smart Speaker」技術
により、小型だが力強
いサウンドを奏でる。
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NANOTECH SYSTEMS　
Power Strada-1
￥19,950（税込）　
提供：ナノテック・システムズ

WIREWORLD　
STARLIGHT USB 2.0(STB)
￥17,850（1.0m）
提供：ナスペック

ULTRASONE　
HFI-15G
￥11,550（税込）
提供：タイムロード

CAV JAPAN　
BRT-G1
￥OPEN（市場想定価格6,980円前後）
※本体色はホワイト
提供：CAV JAPAN

（+ KEF50周年記念小冊子/CDセット）


