AV PRE AMPLIFIER

AV8805

The wonder of three dimensional audio
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― ハイエンド AV プリアンプの使命 ―
最新にして最高水準のホームシアター体験を実現すること。
サラウンドサウンドのあり方を根底から覆したイマーシブオーディオフォーマットの登場によって、ホームシアター
の新しい時代の幕が上がりました。AV8805 は、現代のホームシアターにとって欠かすことのできないものとなっ
「DTS:X」、そして「Auro-3D」、そのすべてをサポート。
たイマーシブオーディオフォーマット「Dolby Atmos」、
さらにチャンネル数を 13.2ch にまで拡張することにより、あらゆる方向からのサウンドに包み込まれ作品の世界
に耽溺する、最上級の 3D オーディオ体験をお届けします。
本来、AV アンプは 1 台であらゆる映像・音声フォーマット、そして数多くの機能を扱うために、映像回路、デジタ
ル回路、アナログ回路を併せ持つ製品です。それは、機能を絞り込み、音質の向上のみにフォーカスして作られる

Hi-Fi コンポーネントの対極にあるものと言うこともできます。しかし、ホームシアターにおいても Hi-Fi コンポー
ネント同様にクオリティを突き詰めたいという欲求はメーカー、そしてハイエンドユーザーの中に確かに存在します。
その願いを現実のものとするために生まれたのがマランツの AV プリアンプです。私たちは、AV8003 を端緒と
する歴史の中で、AV アンプの抱える矛盾、技術的課題を一つ一つ、固く結ばれた紐を解きほぐすように解決して
きました。
信号を増幅する純粋なアナログ回路であるパワーアンプを分離し、高周波ノイズの影響をなくすこと。
パワーアンプが占めていたスペースを用いてプリアンプ回路を 1 チャンネルごとに独立させること。
オペアンプを高品位なディスクリート回路（HDAM®-SA）に置き換えること。
これらはすべてセパレート AV アンプだからこそ成し得たことです。その結果として、わずかな空気の揺らぎさ
えも描写するサウンドの透明感、全方位にわたりシームレスな音場を作り出す圧倒的なチャンネルセパレーション、
そして音像に等身大のリアリティを与える密度感を獲得するに至りました。

AV8805 においては、最新フォーマットへの対応とチャンネル数の拡張を行うのみならず、基板上のレイアウトの
見直しや音質対策パーツの選定などを通してスペックや測定値だけでは測ることのできない、音楽そしてサウンド
トラックをあるがままに再生する力をよりいっそう磨き上げることに全力を注ぎました。エレクトロニクスの存在を
消し去り、リスニングルームを三次元的なサウンドステージで満たすこと。そして何よりも大切な、作品に宿る感動
を色鮮やかによみがえらせること。マランツが求め続ける理想を体現する存在。それが AV8005 です。

The wonder of three dimensional audio
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AV8805

NEW
希望小売価格：500,000 円（税抜価格）
JAN コード：49-51035-06295-1

AV PRE AMPLIFIER

Sound Quality
13.2ch 独立基板のHDAM®-SAプリアンプ
圧 倒的なハイスルーレートとチャンネルセパ
レーションを実 現するために、マランツオリ
ジナル の高 速アンプモジュール「HDAM ® -SA」
に よる電 流 帰 還 型 プ リア ン プ 回 路 を 搭 載。
「HDAM ® -SA」によってオペアンプを使用した場
合に比べ約 16 倍にスルーレートを高め、プレミ
アム Hi-Fi コンポーネントに匹敵するほどの情報
量が豊かで低歪、ハイスピードなサウンドを実
現しています。さらに、繊細なアナログオーディ
オ信号を扱う 13.2ch のプリアンプを独立した基
板に分割することにより、チャンネル間のクロス
トークを排除。明確に定位する等身大の厚みを
備えた音像、一切の制約を感じさせない広大さ
と立体感に満ちた空間表現力を実現しています。

HDAM-SA プリアンプブロック

15.2ch XLR & RCA プリアウト
AV8805 は、バランス（ XLR）、アンバランス（RCA）
共に 15.2ch のプリアウト端子を装備。フロント
ワイドやサラウンドバックを含む最大 9ch のフロ
アスピーカーと、センターハイトやトップサラウン
ドを含む最大 8ch ※のハイトスピーカーの中から
最大 15ch をアサインすることができます。最大
13.2ch の同時出力に対応しており、Dolby Atmos
や Auro-3D など再生するサウンドモードに合わせ
て出力する端子を自動で切り替えることができ
ます。入出力端子には金メッキ処理を施し、高
品位な信号の伝送を実現するとともに、経年劣
化を防止しています。
※ 最大 6ch の同時再生に対応

バランスプリアウト端子

3 ピーストップカバー 、ダブルレイヤード
シャーシ、銅メッキシャーシ

AV8805 には、フラッグシップモデルにのみ用い
られる 3 ピーストップカバーを採用。フロントパ
ネルとリアパネルを結ぶ 2 本のステーに 3 分割

されたトップカバーを固定することにより、筐体
の剛性向上および共振の抑制を図っています。
また、メインシャーシにボトムプレートを加えた
ダブルレイヤードシャーシにより重心を下げ、不
要振動を抑制。音質、画質への影響を防止して
います。メインシャーシには銅メッキを施し、低
インピーダンス化。その結果、グラウンド電位
が安定し、ノイズが少なく揺らぎのないサウンド
ステージを実現しています。
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2 基の 32bit フローティングポイント DSP
Dolby Atmos をはじめとするサラウンド音声信号
のレンダリングやデコーディング、13.2ch 分の音
場補正など極めて負荷の大きな処理を同時に行
いながら高音質を実現するためには非常に高い
処理能力が求められます。AV8805 はアナログデ
バイセス社製 32bit フローティングポイント DSP
「SHARC ®」
の最新型デュアルコアプロセッサを 2
基搭載。従来よりも個数を減らしながらもデュア
ルコア化と動作周波数の向上によって処理能力
を12.5% 向上。高速かつ正確な信号処理によっ
て音源の持つクオリティを余さず引き出します。

32bit 対応プレミアムステレオ
D/A コンバーターを 8 個搭載
D/A 変換回路を映像回路やネットワーク回路か

ら独立した、専用基板にマウントすることにより
相互干渉を排除。透明感が高く空間表現力と躍
動感にあふれるサウンドを実現しています。D/A
コンバーター IC には、32bit プレミアムステレオ
D/A コンバーター「AK4490」を採用。チャンネル
数の増加に伴い、DAC 周辺回路を新設計し、音
質をさらに磨き上げました。

理想的な信号経路を実現する
独立型セレクター／ボリューム IC
アナログオーディオ回路も全面的に設計を改め、
レイアウトの最適化および信号ラインの最短化
を実現しました。これまでは 1 つの IC に統合され
ていた入力セレクター、ボリューム、出力セレク
ターをそれぞれの機能に特化した新開発のカス
タムデバイスによって置き換えることにより、不
要な回路の引き回しを排除。各デバイスの高性
能化と合わせ、より透明感の高いサウンドを実
現しました。

高周波ノイズコントロール

新開発のカスタムブロックコンデンサー

DSP やネットワーク、USB などのデジタル回路へ
の電源供給には専用のローノイズ SMPS を使用

ア ナ ロ グ オ ー ディオ 回 路 用 電 源 回 路 に は、
AV8805 のためにエルナー社と新開発したカス
タムブロックコンデンサーを搭載。マルチチャン
ネルプリアンプにとって最 適な容量（10,000 μ
F/35V × 4）とハイスピードな電源供給能力のバ
ランスを備えた最高グレードのオーディオ用カ
スタムコンデンサーです。数値上の性能を確保
することはもちろん、サウンドマネージャーによ
るリスニングテストを繰り返し行い、聴感上の品
位を徹底的に追求。イマーシブオーディオやハイ
レゾ音源が持つ圧倒的な情報量を余すことなく
引き出すことを可能にしました。

し、アナログ回路との相互干渉を排除していま
す。デジタル電源回路の動作周波数を通常の約
3 倍に高速化してスイッチングノイズを再生音に
影響の及ばない可聴帯域外へシフトしています。
DAC 回路を専用基板よって独立させ、シールド
により回路間のノイズの飛び込みを抑制。電源
ラインに流入するノイズはデカップリングコンデ
ンサーを用いて除去しています。コンデンサー
の種類や定数はサウンドマネージャーによる試
聴を繰り返し最適なものを選定。
導電性ポリマー
コンデンサーや薄膜高分子積層コンデンサー
など高性能なパーツを贅沢に使用しています。
さらにシャーシには 銅 メッキを施し、基 板 や
シャーシを固定するビスやワッシャーの種類を
使用する箇所に応じて変更するなど、これまでに
積み重ねてきた様々なノウハウを用いてノイズの
影響を抑え、音質をまとめ上げています。

プレミアム Hi-Fi グレードの
トロイダルトランス
電源トランスには、OFC 巻線やアルミケースを用
いたマランツのプレミアム Hi-Fi コンポーネント
と同等グレードのトロイダルトランスを採用。エ
ネルギー感やサウンドの開放感の向上に大きく
貢献しています。二次巻線は D/A コンバーター、
アナログオーディオ回路、HDAM ® -SA プリアン
プ回路など、回路ごとに分け、相互干渉を排除。
トランスか
シールドにより外来ノイズを遮断し、
ら周辺回路への輻射も抑制しています。さらに
5mm 厚のアルミと 1mm 厚のスチールを組み合
わせたハイブリッド・トランスベースによりシャー
シからのアイソレーションを強化し、振動および
磁気による音質への影響を抑えています。

Audyssey MultEQ XT32、Sub EQ HT
専 用 マイク に よる オ ート セットアップ 機 能
「Audyssey MultEQ XT32 」を搭載。最大 8 ポイン
トでの測定結果をもとに、スピーカーの距離、レ
ベル、およびサブウーファーのクロスオーバー周
波数を最適な状態に自動設定します。さらに、
接続されたスピーカーとリスニングルームの音
響特性を測定し、時間軸と周波数特性の両方を
補正することで、ルームアコースティックを最適
化。簡単な操作でクリアな定位、シームレスで
流れるようなサラウンド効果を楽しむことがで
きます。 2 台のサブウーファーを個別に測定、
および補正する「Sub EQ HT」も搭載しており、そ
れぞれに最適な設定を自動で行うことができま
す。また、セットアップマイクを取り付けるため
のマイクスタンドを付属。マイクの高さを座った
ときの耳の高さに合わせて調整することで、より
精度の高いスピーカーのセットアップが可能で
す。ドルビーイネーブルドスピーカーについては、
Audyssey MultEQ による自動補正に加え、天井ま
での高さを設定することでさらに補正の精度高
めることができます。

Surround Technology
Dolby Atmos® / DTS:X TM に対応

Auro-3D® にアップデート対応

DTS Virtual:X に対応

AV8805 は、新 世代 のオブジェクトオーディオ
「
、DTS:X」に対 応。13.2ch の
技 術「Dolby Atmos」

AV8805 は、Auro-3Dに無償のファームウェア・アッ
プデートにより対応します。5.1ch システムにフ
ロントハイトとサラウンドハイトを追加した 9.1ch

DTS Virtual:X は、ハイトスピーカーやサラウン
ドスピーカーを設置していないステレオ、5.1ch、
7.1ch などの環 境においても、高さ方向を含む
あらゆる方向からのサウンドに包み込まれる
イマーシブオーディオ体 験を可能にする新し
いバーチャル 3D サラウンドテクノロジーです。
DTS Virtual:X は、DTS:X のような 3D サラウンド
フォーマットはもちろん、ステレオや 5.1ch 信号
に対しても適用することができるため、既存のコ
ンテンツをイマーシブオーディオ化することが可
能です。

プロセッシングおよび出力に対応しているため、

Dolby Atmos では [ 7.1.6 ch ] 、[ 9.1.4 ch ] の再生
が可能です。DTS:X ではフォーマットの上限であ
る [ 5.1.6 ch ] 、[ 7.1.4 ch ] 、[ 9.1.2 ch ] の再生に対

システムを基本として、これにサラウンドバック、
センターハイト、およびトップサラウンドスピー
カーを加えた 13.1ch システムまで拡張でき、こ
れまでにない臨場感溢れる 3D サウンドを楽し
むことができます。また、Auro-Matic ® アルゴリ
ズムによって、モノラル、ステレオおよびサラウン
ドコンテンツを自然な 3D サウンドにアップミッ
クスすることもできます。

7.1.6 ch システム（Dolby Atmos）

13.1 ch システム（ Auro-3D）

応しています。また、ハイトスピーカー信号を含
まない従来のチャンネルベースのコンテンツも
「Dolby Surround 」や「Neural:X」で 3D サウンドに
アップミックスすることができます。
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Network & Bluetooth
HEOS テクノロジーを搭載
ワイヤレス・オーディオシステム「HEOS」のテク
ノロジーにより多彩なネットワークオーディオ
機能を実現。セットアップ、操作は無料の HEOS
アプリで誰でも簡単に行うことができます。ス
トリーミングサービスやインターネットラジオを
はじめ、ローカルネットワーク上のミュージック
サーバー（NAS / PC / Mac など）や USB メモリー
に保 存した音 源やスマートフォン、タブレット、
Bluetooth® 機器など、多彩な音源を再生するこ
とができます。さらに同一のネットワークに接続
した他の HEOS デバイスに AV8805 で再生中の
音楽を配信することもできます。

音楽ストリーミングサービス、
インターネットラジオ対応

グサービスでは、これまでのように自分の好き
なアーティスの楽曲を選んで再生することはも
ちろん、最新楽曲から往年の名曲まで、音楽の
ジャンル、時代、その日の気分などで選べる多種
多様なプレイリストが豊富に用意されているた
め、新たな音楽との出会いの可能性が無限に広
がります。また、音楽、トーク、ニュースなど世界
中のインターネットラジオも楽しむことができま
す。MP3 、WMA 、AAC フォーマットで配信され
ている放送に対応しています。インターネットラ
ジオ局の検索は、
「TuneIn」のデータベースから
ジャンルや地域、言語などをもとに簡単に行う
ことができます。
※ AV 8 8 0 5 で A mazon P rime Music 、A mazon Music
Unlimited、AWA 、Spotify をお楽しみいただくには各
サービスの有料プランのアカウントが必要です。

5.6 MHz DSD &
ハイレゾ音源対応
ミュージックサーバーや USB メモリーに保存し
た DSD ファイルやハイレゾ音源の再生に対応し
て います。DSD ファイル は 5.6MHz まで、PCM
系ファイル は 192kHz/24bit まで 再 生 すること
が できます。さらに、DSD、WAV、FLAC 、Apple
Lossless ファイルのギャップレス再生にも対応。
クラシック音楽や、ライブ盤などを聴いても曲
間で音が途切れることがありません。

AirPlay、
Bluetooth 対応
AirPlay や Bluetooth にも対応しているため、iOS
デバイスやスマートフォンの音声も高音質で楽し
めます。

Amazon Prime Music や Amazon Music Unlimited、
AWA 、Spotify、SoundCloud などの話 題 の 音 楽
ストリーミングサービスに対応。ストリーミン

ミュージックサーバー / USB メモリー対応フォーマット
WMA (Windows Media Audio)
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
WAV
MPEG-4 AAC
FLAC (Free Lossless Audio Codec)
ALAC (Apple Lossless Audio Codec)
DSD（2 チャンネル）

サンプリング周波数
32 / 44.1 / 48 kHz
32 / 44.1 / 48 kHz
32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz
32 / 44.1 / 48kHz
32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz
32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 192 kHz
2.8 / 5.6 MHz

ビットレート
48 〜 192 kbps
32 〜 320 kbps
−
16 〜 320 kbps
−
−
−

ビット長
−
−
16 / 24 ビット
−
16 / 24 ビット
16 / 24 ビット
1 ビット

拡張子
.wma
.mp3
.wav
.aac / .m4a / .mp4
.flac
.m4a
.dsf / .dff

* 著作権保護のないファイルのみ再生できます。 * ゾーン 2 では、DSD 信号の再生はできません。

Video
8 入力 /3 出力すべての HDMI 端子が
HDCP 2.2 に対応
HDMI 端 子は入 力 8 系 統（フロント 1 系 統を含
む）
、出力 3 系統を装備。テレビとプロジェクター

した映像表現を可能にしました。さらに、従来
の HD 映像の 2 倍以上の広色域表現を可能にす
る「BT.2020」のパススルーにも対応しています。
※フロントパネルの HDMI 端子は、YCbCr 4:2:0 の映像方
式のみに対応しています。

の同時接続およびマルチゾーン出力が可能です。
すべての HDMI 端子がデジタル映像コンテンツ
の著作権保護技術「HDCP 2.2」に対応しています。
Monitor 1の HDMI 出力端子は ARC（Audio Return
Channel ）に 対応。さらに、ファームウェアアッ
プデートによる eARC（Enhanced ARC）への対応
も予定しています。eARC ではこれまでサポート
されていなかったテレビから AV レシーバーへ
の Dolby TrueHD / Dolby Atmos 、DTS-HD Master
Audio / DTS:X の伝送が可能になります。

AV8805 は、映 像 のダイナミックレンジを拡 張
する 新 技 術「HDR（High Dynamic Range）」映 像
信号のパススルーに対応しています。
「UltraHD
Blu-ray」に採用されている HDR10 に加え、Dolby
Vision 、HLG（ Hybrid Log-Gamma ）にも対応する

4K Ultra HD /
60p ビデオパススルーに対応

HDMI スタンバイパススルー

HDMI 入力は、毎秒最大 60 フレームの 4K 映像
信号に対応。4K / 60p 入力に対応したテレビと
接続することで、4K 映像の高精細かつスムーズ
な映像を楽しめます。さらに、[ 4K / 60p / 4:4:4 /
24bit ] や [ 4K / 60p / 4:2:0 / 30bit ] 、[ 4K / 60p
/ 4:2:2 / 36bit ] などの映 像フォーマットに対応

し、色情報の密度と階調性のなめらかさを両立

HDR10 / Dolby Vision / HLG 対応

ため、パッケージメディア、ストリーミング、放
送など様々なソースで HDR 映 像を楽しむこと
ができます。

本 機がスタンバイ状 態のときでも、HDMI 入 力
信号をテレビに出力することができます。また
本機がスタンバイ状態のときでもリモコンの入
力ソース選択ボタンで本機の入力ソースを切り
替えることができます。

4K アップスケーリング
入力された映像信号（HDMI / コンポーネント /
コンポジット）
を、1080p や 4K（3,840 × 2,160 ピ
クセル）にアップスケーリングして HDMI 出力す
ることができます。

アナログビデオコンバージョン
コンポーネントビデオ、コンポジットビデオ信号
をビデオコンバージョン機能により HDMI 端子か
ら出力することができます。
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Usability
Marantz 2016 AVR Remote
スマートフォン、タブレット用リモコンアプリ
「Marantz 2016 AVR Remote」に対応。iPod touch /
iPhone / iPad、Android スマートフォン、タブレット、
Kindle Fire から AV8805 の操作や設定が行えます。

日本語対応 GUI

マルチゾーン機能（3 ゾーン /3 ソース）

HDMI 映像にオーバーレイ表示可能な日本語対
応 GUI。ボリュームや入力ソース、サウンドモード

メインルームと同じソース、または異なるソース
を同時に楽しめるマルチゾーン機能を搭載。ゾー
ンプリアウトに外部パワーアンプを接続して、マ
ルチゾーン用のスピーカーを鳴らすことができま
す。また、映像を配信することもできます（ゾー
ン 2：HDMI ／コンポーネント／コンポジット、ゾー
ン 3：コンポーネント／コンポジット）。

などを再生中の映像に重ねて表示するため、テ
レビ画面から視線をそらすことなく操作が可能
です。セットアップ画面もオーバーレイ表示され
るため、再生中のコンテンツを見ながらステータ
スの確認や設定を行うことができます。

※ 4K（50 / 60 Hz）や一部の 3D ビデオ、HDR 、VGA など
のコンピューター解像度の映像、16:9 や 4:3 以外のア
スペクト比の映像の再生中にメニュー操作を行うと
メニュー画面のみが表示されます。

デュアル・ディスプレイ

セットアップアシスタント
テレビ 画 面に 表 示 され る 操 作 ガイドに 沿 っ
て、誰でもかんたんに接続と初期設定ができる
セットアップアシスタント機能を搭載。スピー
カーの接続と設定、ネットワークの接続、入力機
器の接続までを画像とテキストで初心者にも解
りやすくガイドします。

低音の位相補正機能
ブルーレイディスクなどマルチチャンネルで収録
されているコンテンツでは、低音（LFE）が遅れて
収録されている場合があります。本機能を使用
すると、LFE の遅れを 0 ms 〜 16 ms の範囲で補
正することができます。

リモコン
（RC039SR）

マランツのデザインアイコンであるポートホール・
ディスプレイには入力ソース、ボリュームレベル
を表示します。フロントパネル下部のドア内には
より詳細な情報を表示するサブディスプレイを
装備しています。ポートホール・ディスプレイの
イルミネーションは消灯することもできます。

スマートセレクト機能
リモコン上の 4 つのスマートセレクトボタンに入
力ソース、音量、サウンドモードなどの設定を
登録することができます。スマートセレクトボタ
ンを押すだけで、登録した設定を簡単に呼び出
すことができます。

Other Features
• 3D パススルー
• 3 入力 /1 出力コンポーネントビデオ端子
• DSD 信号の HDMI 入力に対応
• 7.1ch 入力
• MM カートリッジ対応フォノ入力
• ピュアダイレクト機能
• トーンコントロール（Bass ± 6dB、Treble ± 6dB）
• 圧縮音源を原音に近い状態に復元する「M-DAX」
• Audyssey Dynamic EQ
• Audyssey Dynamic Volume
• フロント USB 端子
• リア USB 端子（給電専用 5V/1.5A）
• 金メッキ入出力端子
• 銅メッキシャーシ
• ダブルレイヤード・シャーシ
• 高密度インシュレーター
• スリープタイマー（10 〜 120 分）
• オートスタンバイ機能

TECHNICAL INFORMATION
入力感度

バランス : 400mV / アンバランス : 200mV

S/N 比

IHF-A 、ダイレクトモード時

105 dB

周波数特性

+1、-3 dB、ダイレクトモード

10 Hz - 100 kHz

歪率

20 Hz - 20 kHz、ダイレクトモード時

0.005%

定格出力

バランス : 2.4V / アンバランス : 1.2 V

HDMI 端子
映像

音声
入出力端子

その他

Dolby

対応音声フォーマット DTS

その他

サウンドモード

ビデオ部

32 bit DSP

2（デュアルコア）

D/A コンバーター

32 bit / 2 ch D/A コンバーター「 AK4490」× 8

M-DAX

○

ビデオコンバージョン

コンポジット→ HDMI
コンポーネント→ HDMI

入力：8（内フロント：1） 出力：3

スケーラー

4K/60p 信号までアップスケール可能

コンポーネント入力：3 出力：1

セットアップメニュー

オーバーレイ GUI（日本語 / 英語）

コンポジット入力：5（内フロント：1）
出力：2（ Zone2 × 1 を含む）

セットアップアシスタント

○

オートスピーカーセットアップ

○

Room EQ

Audyssey MultEQ XT32、Sub EQ HT、LFC

Audyssey Dynamic EQ

○

Audyssey Dynamic Volume

○

Audyssey MultEQ Editor App

○（iOS / Android）＊有料アプリです

マルチゾーン

3 ゾーン / 3 ソース

Marantz 2016 AVR Remote

○（iOS / Android / Kindle Fire）

バランス入力（ XLR）：1
アンバランス入力（RCA ）：8（内フロント：1）
Phono 入力：1
7.1 ch 入力：1
光デジタル入力：2
同軸デジタル入力：2
ヘッドホン出力：1
15.2ch バランスプリアウト：1
15.2ch アンバランスプリアウト：1
ゾーンプリアウト：2
ネットワーク：1
フロント USB：1
リア USB（給電専用 5V/1.5A ）：1
セットアップマイク入力：1
Bluetooth/Wi-Fi アンテナ入力：2
RS-232C：1
DC トリガー出力：2
フラッシャー入力：1
マランツリモートバス（RC-5）入出力：1

4K、HDCP 2.2、HDR 10 、Dolby Vision、
Hybrid Log-Gamma、BT.2020 、3D、ARC 、
DeepColor、x.v.Color、Auto Lip Sync 、
HDMI CEC コントロール対応

HDMI

オーディオデコード部

Dolby Atmos 、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus 、
Dolby Digital EX 、Dolby Digital
DTS:X 、DTS-HD Master Audio 、DTS-HD High
Resolution Audio 、DTS-ES 、DTS 96/24 、
DTS DigitalSurround、DTS Express

セットアップ & 操作

スマートセレクト
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スリープタイマー

○（10 分おきに 120 分まで）

HEOS テクノロジー

○

ミュージックサーバー

○（DSD 5.6 MHz / ハイレゾ対応）

ストリーミングサービス

AWA*、Spotify*、Amazon Music Unlimited*、
Amazon Prime* Music 、SoundCloud

インターネットラジオ

TuneIn

AirPlay

○

ネットワーク /

Bluetooth / USB

Wi-Fi

○（2.4/5GHz、IEEE802.11 a/b/g/n 準拠）

Bluetooth（ A2DP / AVRCP）

○（SBC)

USB メモリー（FAT32）
消費電力
待機電力
最大外形寸法

＊各サービスの有料プランへのご加入が必要です

○

90 W
通常スタンバイ

0.2 W

CEC スタンバイ

0.5 W

アンテナを垂直に立てた場合

W 440 × H 248 × D 410 mm

アンテナ水平に寝かせた場合

W 440 × H 185 × D 410 mm

質量

13.7 kg

付属品

かんたんスタートガイド、取扱説明書（CD-ROM）
、
リモコン（RC039SR）
、単 4 形乾電池× 2、
セットアップマイク、マイクスタンド、ケーブルラベル、
Bluetooth / Wi-Fi アンテナ× 2、電源コード

Auro-3D ※、DSD（5.1 ch）
リニア PCM（192 kHz /24 bit）、AAC
Dolby Atmos 、Dolby Surround、DTS:X 、
DTS Virtual:X 、DTS Surround、DTS Neural:X 、
Auro-3D ※、ダイレクト、ピュアダイレクト、
マルチチャンネルステレオ、バーチャル

※ファームウェア・アップデートにより対応予定

Audyssey MultEQ Editor アプリ
「Audyssey MultEQ Editor」アプリには、AV レシーバー単体では設定
できない詳細な調整項目が用意されているため、部屋に起因する音
響的な問題に対してさらに精密なカスタマイズが可能になり、個々
のユーザーの好みも反映した理想的なサウンドを実現することがで
きます。インストーラーやホームシアターのエキスパートがこのアプ
リを使うことによって Audyssey MultEQ の能力を最大限に引き出すことができます。
販売価格：2,400 円（税込）※販売価格は、為替レートの変動により変更されることがあります。

※ 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あり、
株式会社ディーアンドエムホールディングスは、これら商標を使用する許可を受けています。
※ Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
※ Auro-3D® および関連するシンボルは Auro Technologies NV の登録商標です。
※ Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
※ DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks

or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

※ Audyssey MultEQ® XT、Audyssey Dynamic EQ® および Audyssey Dynamic Volume® は、
Audyssey Laboratories の登録商標です。
※ HDMI および HDMI の High-Definition Multimedia Interface および HDMI ロゴは、
米国およびその他の国における商標または HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

2018 年 3 月作成 ＊当カタログの仕様および価格は、2018 年 3 月現在のものです。

※ Windows、Windows Media は米国 Microsoft Corporation の商標、または登録商標です。
※ DSD、Direct Stream Digital および DSD ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
※ iPhone、iPod、iPod touch、AirPlay、iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
iPad は Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
※ Android および Google Play は Google, Inc. の商標です。
※ “Spotify” および “Spotify” ロゴは Spotify グループの商標です。
※ Amazon、Amazon Prime、Kindle、Kindle Fire は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の登録商標です。
※ Marantz、マランツ、Marantz ロゴは株式会社ディーアンドエムホールディングスの登録商標です。

