SLIM DESIGN AV SURROUND RECEIVER

NR1710

映画、音楽、スポーツ、ゲーム
すべてのエンターテインメントをマランツサウンドに
リビングルームでも邪魔にならない全高わずか 105mm のスリムデザインに、マランツならではの本格的なサウンドクオリティと
多様なオーディオ／ビデオ機器の信号を自在に切り替える機能性、そして最新のネットワークオーディオ機能をビルトイン。
それがスリムデザイン AV サラウンドレシーバー NR1710 です。
ホームシアター体験を革新する 3D サラウンドフォーマット Dolby Atmos や DTS:X への対応はもちろん、
サラウンドスピーカーやハイトスピーカーを設置できない環境でも 3D サラウンド再生を可能にする
新しいバーチャル 3D サラウンドテクノロジー Dolby Atmos Height Virtualizer ※、DTS Virtual:X にも対応。
そして 4K、HDR、eARC 、ALLM などの最新機能ももちろんサポート。UHD ブルーレイやビデオストリーミング、
放送など、最新の４K /HDR コンテンツのクオリティを余すことなく楽しむことができます。
薄型筐体ながら 8 系統の HDMI 入力、2 系統のデジタルオーディオ入力、3 系統のアナログオーディオ入力、
そして phono 入力を備えており、ブルーレイ、DVD、CD、ゲーム機、レコードプレーヤーなど、
さまざまな機器を接続することができます。
ネットワークや USB メモリーからのハイレゾ音源の再生や話題のストリーミングサービスもサポート。

Bluetooth や AirPlay 2 にも対応しているためスマートフォンやタブレットの音楽も高音質で楽しめます。
さらに、Bluetooth ヘッドホンへの送信機能にも新たに対応※。
Alexa と Siri による音声コントロールも対応しており、声で選曲や操作を行うことができます。
リビングで楽しむすべてのエンターテインメントをマランツサウンドに。

Marantz Sound
マランツサウンド

Slim Design
スリムデザイン

Control Center

リビング機器のコントロール

※ファームウェア・アップデートによる対応を予定しています。アップデートの実施時期につきましては別途お知らせいたします。
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D ol b y A t mo s He i g ht V i r t u a l i z e r ※、e A RC 、B lu e t o ot h 送 信 機 能 ※ に対応する
最 新スペックのスリムデザイン AV レシーバー

※ファームウェア・アップデートによる対応を予定しています。

NR1710

SLIM DESIGN AV SURROUND RECEIVER

スリムデザイン AV サラウンドレシーバー
希望小売価格：90,000 円（税抜価格）
ブラック（B）
JAN コード : 49-51035-06979-0
シルバーゴールド（N）JAN コード：49-51035-06980-6

HDR10 HLG
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さらに高音質化した 7ch フルディスクリート・
パワーアンプ

高さ105mm のスリムなボディに実用最大出力 100W

3D サラウンドフォーマット Dolby Atmos、
DTS:X に対応
NR1710 は、新 世代のオブジェクトオーディオ技 術
「Dolby Atmos」
「
、DTS:X」
に対応。頭上も含む全方位に

Dolby Atmos Height Virtualizer ※、
DTS Virtual:X に対応

展開する自然な音響空間に包み込まれることによ

NR1710 は DTS Virtual : X 対応 に 加え、Dolby Atmos
Height Virtualizer にもファームウェア・アップデート
により対応します。最新のバーチャル 3D サラウンド

り、
リスナーはあたかも映画の世界に入り込んだよ

テクノロジーにより、ハイトスピーカーやサラウンド

うな感覚を得ることができます。NR1710 は [ 5.1.2 ch ]

スピーカーを設置していないステレオ、5.1ch、7.1ch な

構 成、5 通りのスピーカー配 置に対 応しています。

どの環境においても、高さ方向を含むあらゆる方向

フロントハイト、トップフロント、トップミドル、フロン

からのサウンドに包み込まれるイマーシブオーディオ

トドルビーイネーブルド、リアドルビーイネーブルドの

体験が可能になります。3D サラウンドフォーマットの

いずれかをオーバーヘッドスピーカーとして使用する

信号はもちろん、ステレオや 5.1ch 信号に対しても適

ことができます。ドルビーイネーブルドスピーカーに

用することができるため、既存のコンテンツも臨場感

ついては、Audyssey MultEQ による自動補正に加え、

豊かに楽しむことができます。

天井までの高さを入力することでさらに補正の精度

（6 Ω、1kHz、THD 10% 、1ch 駆動）のフルディスクリー
ト・パワーアンプを搭載。サラウンドバックを含む
全 7 チャンネルを同一構成、同一クオリティとしてい
ます。ディスクリート構成であるため、回路設計お
よびパーツ選定の自由度が高く、Hi-Fi アンプと同様
に徹底した音質チューニングを行うことができます。
さらに、チャンネル間の温度差に起因する特性のば
らつきを抑えるために、パワーアンプをヒートシンク
に一列にマウントするインライン配置を採用し、つな
がりの良いサラウンド再生を実現しています。
接続するスピーカーのインピーダンスは 4 〜 16 Ω
に対応しています。サラウンドバックおよびオーバー
ヘッドスピーカーを使用しない場合には、フロントス
ピーカーをバイアンプ接続して高音質化する、または

2 組のフロントスピーカーを切り替えて使用すること

高めることができます。ハイトスピーカー信号を含ま

ができます。

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。

※ ファームウェア・アップデートによる対応を予定しています。
アップデートの実施時期につきましては別途お知らせいたします。
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コンテンツのクオリティを最大化 する高音 質 設 計

カスタムブロックコンデンサー＆ダイオード

32bit プレミアム D/A コンバータ「AK4458VN」

アンプの性能の根幹を支える電源回路のキーパーツ

上位モデルでも採用実績のある旭化成エレクトロニ

には入念なリスニングテストによって厳選された高

クス製 32bit / 8ch D/A コンバーター「AK4458VN 」を

音質パーツを贅沢に使用しています。パワーアンプ

搭載。ディテールの表現力向上のために、出力抵抗

回路に電源を供給するブロックコンデンサーにはエ

に高精度な薄膜型金属皮膜抵抗を使用しています。

ルナー社製のカスタムコンデンサー（6,800 μ F × 2）

従来デジタル／ネットワーク基板上に配置されてい

を採用。さらに、
25A の大電流容量に対応する整流ダ

た DAC を NR1710 では専用基板に配置することによ

イオードを用いることにより、高速かつ安定した電源

り繊細なアナログオーディオ信号への干渉を抑制し、

供給を実現しています。電源部の強化と同時にパワー

より見通しの良いサウンドを実現しました。

アンプなどの周辺回路の細部に至るまで徹底した音
質チューニングを行うことにより、定評ある表現力に

高周波ノイズコントロール

さらに磨きをかけ、きめ細かく表情豊かな音色と透

DSP やネットワーク、USB などのデジタル回路への

明感が高くより深い奥行きを感じさせる空間表現力

電源供給には専用のトランスを使用し、アナログ回

を獲得しました。

路との相互干渉を排除しています。また、デジタル

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

てスイッチングノイズを再生音に影響の及ばない可
聴帯域外へシフトさせています。また、シールドによ

アナログオーディオ回路には入力セレクター、
ボリュー

り回路間のノイズの飛び込みを抑え、電源ラインに

ム、出力セレクターそれぞれの機能に特化した高性能

流入するノイズはデカップリングコンデンサーを用

デバイスを用いることにより信号経路を最短化。不要

いて除去しています。

な回路の引き回しを排除することにより、透明感が高

NR1710 ではすべての回路基板を再設計し、信号ライ

全チャンネル同一のスクリュー式
スピーカー端子

ンやグラウンドのパターンを最適化。使用パーツの品

すべてのチャンネルにスピーカーケーブルを確実に締

種や定数も大幅に見直し、音質を磨き上げています。

め付けることができるスクリュー式のスピーカー端子

く情報量の豊かなサウンドを実現しています。さらに
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電源回路の動作周波数を通常の約 3 倍に高速化し

を採用。バナナプラグにも対応しています。リアパネ
ルの表示と同色のケーブルラベル（付属）
をスピーカー
ケーブルに貼り付ければ迷うことなく接続が行えます。

最 新の映 像フォーマットをサポート

8 入力 / 1 出力すべての HDMI 端子が
HDCP 2.3 に対応

HDR10 / Dolby Vision / HLG 対応

応しています。

にも対応しているため、パッケージメディア、ストリー

NR1710 は、
映像のダイナミックレンジを拡張する
「HDR
HDMI 端子は入力 8 系統（フロント 1 系統を含む）、 （High Dynamic Range）」信号のパススルーに対応して
出力 1 系統を装備。すべての HDMI 端子がデジタル
います。
「Ultra HD Blu-ray」に採用されている「HDR10」
映像コンテンツの著作権保護技術「HDCP 2.3」に対
に 加 え、
「Dolby Vision」、
「HLG（Hybrid Log-Gamma）」

4K Ultra HD / 60p ビデオパススルーに対応
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、高精細かつスムーズな映像を表示するこ
とができます。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ており※、色情報の
密度と階調性のなめらかさを両立した映 像を楽し
めます。さらに、従来の HD 映像フォーマットの 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。

ミング、放送など様々なソースで HDR コンテンツを
楽しむことができます。

eARC 、ALLM 対応
HDMI 2.1 の新機能「eARC（Enhanced ARC）」と「ALLM
（ Auto Low Latency Mode）」に対応。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 ア
ンプへの 5.1ch や 7.1ch のリニア PCM 信号 や Dolby

TrueHD / DTS-HD Master Audio などのロスレスオー
ディオ、Dolby Atmos / DTS:X などのオブジェクトオー

4K アップスケーリング
SD / HD 規格の HDMI 映像信号を、4K（3,840 × 2,160
ピクセル信号にアップスケーリングして、テレビに出
力することができます。

ディオの伝送が可能になります（※ eARC に対応したテレビ、
およびイーサネット対応の HDMI ケーブルが必要です）
。また、

ALLM に

※ フロントパネルの HDMI 端子は、4K / 60p 信号については、YCbCr 4:2:0 の
入力のみに対応しています。

対応したプレーヤー（ゲーム機）およびテレビと接続

HDMI スタンバイパススルー

的に低遅延モードに切り替わり、映像の遅延を低減

本機がスタンバイ状態のときでも、HDMI 入力信号を

HDR10
HLG

すると、ゲームプレイ時に AV アンプとテレビが自動
します。

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。
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高度な機 能をより使 いやすく

Audyssey MultEQ

Marantz 2016 AVR Remote

専 用 マ イク に よ る

無 料 のスマートフォン、タブレット用リモコンアプ

オートセットアップ機能

リ「Marantz 2016 AVR Remote」に対応。iPod touch /

「Audyssey MultEQ 」を

iPhone / iPad、Android スマートフォン、タブレット、
Kindle Fire から NR1710 の操作や設定が行えます。

搭載 。最大 6 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。かんた
ん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。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。

「ワイド FM」対応
FM/AM チューナー
FM/AM ラジオチューナーを搭載しておりラジオも良
い音で楽しめます。95MHz までの FM ラジオの受信
に対応しているため、全国で開局が進んでいる FM
補完放送「ワイド FM」を聴くことができます。また、
最大で 56 の放送局をプリセット登録できます。
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※ FM 補完放送（ワイドＦＭ）
とは、AM 放送局の放送区域において、難聴対策
や災害対策のために、従来の FM 放送用の周波数（76 MHz 〜 90 MHz）に加
えて、新たに FM 放送用に割当てられた周波数（90 MHz 〜 95 MHz）
を用いて、
AM 番組を放送すること意味しています。

2.4 / 5 GHz デュアルバンド
Wi-Fi（IEEE 802.11 a/b/g/n）対応

日本語対応 GUI

NR1710 は、Wi-Fi（無線 LAN ）接続に対応しているため、
設置場所に有線 LAN 環境がなくても、ネットワーク

を搭載。ボリュームや入力ソース、サウンドモードなど

オーディオ、インターネットラジオの再生やアプリでの

ら視線をそらすことなく操作が可能です。セットアップ

操作が行えます。2.4 GHz 帯に加えて 5 GHz 帯にも対

画面もオーバーレイ表示されるため、再生中の映像を

応しており、より安定した通信が可能です。ルーター

見ながら設定の確認や変更を行うことができます。

への接続は、ボタンひとつでつながる「WPS」や iOS

※ 一部の 3D ビデオ、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、一部の HDR 映像の再生中にメニュー操作を行うと
オーバーレイ表示されずにメニュー画面のみが表示されます。Dolby Vision
信号を再生中に本機を操作すると、表示されるメニュー画面や操作内容の
色が通常と異なる場合があります。これは Dolby Vision 信号の特性により起
こるもので、故障ではありません。

デバイス（iOS 7 以降）による設定にも対応。テレビ画
面に表示されるガイダンスに沿って簡単な操作でネッ
トワーク接続が行えます。

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。

HDMI 映像にオーバーレイ表示できる日本語対応 GUI
を再生中の映像に重ねて表示するため、テレビ画面か

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、音量レベル、サウンドモードの設定などを
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、登録した複数の設定をまとめて切り替
えることができます。

話題のストリーミングもハイレゾ音源も高音 質再 生

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
ジーによるネットワークオーディオ機能を搭載。セッ

Amazon Alexa での
音声コントロールに対応

また、ファームウェアアップデートにより、NR1710 で
再生中の音声を Bluetooth ヘッドホンで受信して再生

トアップ、操作は無料の HEOS アプリで誰でも簡単に。

NR1710 は、Alexa 搭載デバイスからの音声コントロー
ルに対応。Alexa に話しかけるだけで再生、停止、ス

ストリーミングサービスやインターネットラジオをは

キップや音量の調整などの基本的な操作に加えて、

じめ、
ローカルネットワーク上のミュージックサーバー

Amazon Music の楽曲から楽曲名やアーティスト名、年

（NAS / PC / Mac など）や USB メモリーに保存した音

代、ジャンルなどを指定して再生することができます。

源やスマートフォン、
タブレット、Bluetooth® 機器など、

また、TuneIn のデータベースに登録されている世界中

多彩な音源を再生できます。

のインターネットラジオから好きな放送局を音声で呼

することができるようになります。たとえば、
リビング
のスピーカーで再生している音楽をキッチンでヘッド
ホンで聴いたり、夜間などスピーカーで大きな音が出
せない時間帯に Bluetooth ヘッドホンで映画を楽しん
だりすることができます。
※ ファームウェア・アップデートによる対応を予定しています。
アップデートの実施時期につきましては別途お知らせいたします。

び出すこともできます。

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

※ NR1710 を音声で操作するには「HEOS Entertainment 」スキルを Android /
iOS デバイスの Alexa アプリ上で有効にする必要があります。

Amazon Music や AWA 、Spotify、SoundCloud な ど 話

AirPlay 2 、Bluetooth 対応

題の音楽ストリーミングサービスに対応。また、音楽、

AirPlay 2 やBluetoothにも対応
しているため、iOS デバイスや

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。

スマートフォンの音声も高音
質で楽しめます。
ミュージックサーバー / USB メモリー対応フォーマット

※ NR1710 で Amazon Music、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。

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 / 176.4 / 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。 * FAT32 または NTFS フォーマットの USB メモリーに対応しています。
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TECHNICAL INFORMATION
定格出力

（8 Ω、20 Hz-20 kHz、
THD 0.08 %）

実用最大出力
周波数特性

S/N比

入出力端子

HDMI

対応音声
フォーマット

サウンドモード
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フロント
センター
サラウンド
サラウンドバック／ハイト
6 Ω、1 kHz、THD 10%、
1 ch 駆動、JEITA
+1,-3 dB 、
ダイレクトモード時
IHF-A 、
ダイレクトモード時
HDMI 端子

50 W + 50 W
50 W
50 W + 50 W
50 W + 50 W
100 W

32 bit クアッドコア DSP
オーディオ
デコード部

D/A コンバーター

ビデオ部

スケーラー
セットアップメニュー
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

10 Hz 〜 100 kHz
98 dB

入力：8（内フロント：1） 出力：1
コンポーネント入力：2 出力：1
映像
コンポジット入力：3 出力：1
アナログ入力：3
Phono（MM）入力：1
光デジタル入力：1
音声
同軸デジタル入力：1
ヘッドホン出力：1
2.2ch プリアウト（FL / FR / SW × 2）
ゾーン 2 プリアウト：1
ネットワーク：1
USB（フロント）入力 ：1
アンテナ入力：FM / AM
その他
セットアップマイク入力：1
マランツリモートバス（RC-5）入出力：1
DC トリガー出力：1
4K、HDCP 2.3 、HDR 10 、Dolby Vision、Hybrid Log-Gamma、BT.2020 、3D、eARC 、
ALLM、DeepColor、x.v.Color、Auto Lip Sync 、HDMI CEC コントロール対応

Dolby

Dolby Atmos 、Dolby TrueHD、Dolby Digital
Plus 、Dolby Digital EX 、Dolby Digital

DTS

DTS:X 、DTS-HD Master Audio 、DTS-HD High
Resolution Audio 、DTS-ES 、DTS 96/24 、
DTS Digital Surround、DTS Express

その他

リニア PCM 、AAC

Dolby Atmos 、Dolby Surround、DTS:X 、DTS Neural:X 、DTS Virtual:X 、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

セットアップ &
操作

Dolby Atmos Height Virtualizer
M-DAX

Audyssey Dynamic EQ
Audyssey Dynamic Volume
Audyssey MultEQ Editor App
マルチゾーン

Marantz 2016 AVR Remote
スマートセレクト
スリープタイマー
HEOS テクノロジー
ミュージックサーバー
ストリーミングサービス
ネットワーク /

Bluetooth / USB

チューナー
消費電力
待機電力
最大外形寸法
質量
付属品

インターネットラジオ

1
32 bit / 8 ch D/A コンバーター
「AK4458VN」
○ ※ファームウェア・アップデート対応予定
○
4K/30p 信号までアップスケール可能
オーバーレイ GUI（日本語 / 英語）
○
○（ Audyssey MultEQ ）
○
○
○（iOS / Android）※有料アプリです
2 ゾーン / 2 ソース
○（iOS / Android / Kindle Fire）
4
○（10 分おきに 120 分まで）
○
○（DSD 5.6 MHz / ハイレゾ対応）

Amazon Music 、AWA 、Spotify、SoundCloud

※ Amazon Music 、AWA 、Spotify のサービスをお楽し
みいただくには有料プランへのご加入が必要です。

TuneIn（ MP3 / WMA / AAC ）
AirPlay2
○
Wi-Fi
○（2.4/5GHz、IEEE802.11 a/b/g/n 準拠）
Bluetooth 受信機能（ A2DP / AVRCP）○（SBC）
Bluetooth 送信機能
○（SBC）※ファームウェア・アップデート対応予定
USB メモリー（FAT32 / NTFS）
○
FM
76.0 MHz 〜 95.0 MHz（ワイド FM 対応）
AM
522 kHz 〜 1629 kHz
250 W
通常スタンバイ / CEC スタンバイ
0.2 W / 0.5 W
アンテナを垂直に立てた場合
W 440 × H 175 × D 378 mm
アンテナ水平に寝かせた場合
W 440 × H 105 × D 378 mm
8.4 kg
かんたんスタートガイド、リモコン（RC035SR）、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、FM 室内アンテナ、
AM ループアンテナ、Bluetooth / Wi-Fi アンテナ × 2、電源コード

その他の特長
Phono 入力装備 / ピュアダイレクト機能 / トーンコントロール（Bass ± 6dB 、Treble ± 6dB）/ 小さな音は明瞭に、急に出る大きな音は小さく抑え深夜の視聴などに便
利な「Audyssey Dynamic Volume」/ 小さな音量でも臨場感を損なわない「Audyssey Dynamic EQ 」/ 圧縮音源を原音に近い状態に復元する「M-DAX（Marantz Dynamic
Audio eXpander）」/ 3D 映像伝送対応 / HDMI コントロール（CEC）対応 / テレビのリモコンで本機を操作できるスマートメニュー機能 / Web ブラウザで設定ができる
Web コントロール機能 / スマートセレクト機能 / マルチゾーン機能（2 ゾーン / 2 ソース）/ スリープタイマー機能（10 分〜 120 分）/ オートスタンバイ機能（15 / 30 / 60 分）
/ 着脱式電源ケーブル

■ 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。■製品の仕様、規格および外観は、改良のため予告なく変更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。
■弊社の商品には保証書がついています。必要事項をご記入のうえ、大切に保管してください。
※ 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®、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。※ Windows、Windows Media は米国 Microsoft
Corporation の商標、または登録商標です。※ 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。
※ 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、Alexa 及び関連するすべてのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
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