AV SURROUND AMPLIFIER SR8012

multi-channel into high-fidelity

Craftsmanship
with vision
SR8012
― マルチチャンネル Hi-Fi アンプ ―
一体型 AV アンプのパフォーマンスをかつてない水準に
引き上げること。AV セパレートアンプによって、
サラウンド再生においても High-Fidelity―高忠実度再生―を
現実のものとしたマランツの次なる挑戦が始まりました。

スペックや測定値だけでは決して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。
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。
それこそがマランツが求め続ける理想なのです。

繊細なアナログオーディオ信号を扱うプリアンプ回路には
マランツが誇る高速アンプモジュール HDAM® を奢り、

11 チャンネルに及ぶパワーアンプ回路には、チャンネルごとに
独立した基板にマウントする完全モノーラル構成を採用。
全チャンネル同一クオリティのフルディスクリート構成とし、
マランツの一体型 AV アンプ史上最高のサウンドクオリティを
獲得しました。

オーディオ信号を劣化させ、高忠実度再生を妨げる高周波
ノイズやジッター。一体型 AV アンプにおいて、これらを
副作用なしに抑制することには想像を遥かに超える困難が
伴いました。しかしながら、AV セパレートアンプで培われた
回路設計技術とノウハウを基にして、新たな革新を生み出す
エンジニア達の情熱が、不可能とも思われた課題を克服し、
一体型 AV アンプの理想を現実のものとしました。

Multi-channel into high-fidelity.
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SR8012

NEW

希望小売価格：370,000 円（税抜価格）
JAN コード：49-51035-06188-6

AV SURROUND AMPLIFIER

HDR
High Dynamic Range

Sound Quality
11ch 独立基板型
フルディスクリート・パワーアンプ
一体型 AV アンプでありながら Hi-Fi コンポーネ
ントに匹敵するレベルのチャンネルセパレーショ
ン、空間表現力を実現するために、11ch のパワー
アンプすべてを 1ch ごとに独立した基板にマウ
ントし、電源トランスの左右に対称に配置する
シンメトリカル・レイアウトを採用。個々のアン
プはハイスピードなフルディスクリート回路によ
り構成し、全チャンネル同一クオリティとするこ
とにより、チャンネル間の音のつながり、立体
的な音響空間への没入感を最大化しています。

定格出力は 140 W + 140 W（8 Ω、20 Hz - 20 kHz、
THD 0.05 %、2ch 駆動）、実用最大出力は 250W
（ 6 Ω、1kHz、THD 10%、1ch 駆動 ）を 誇 りま す。
接 続するスピーカーのインピーダンスは 最 低
4 Ωまで対応。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。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、5ch のスピーカーをすべてバイアンプ接続し
て高音質化するフルバイアンプドライブにも対応
しています。

強力な電源回路
全 11ch を同時に使用した大音量再生時でも余
裕のある電源供給ができるよう、強力な電源回
路を搭載しています。シャーシ中央にレイアウ
トされたシールド付きのトロイダルコアトランス
とカスタムメイドの大容量ブロックコンデンサー
（22,000 μ F × 2）により優れた瞬時電流供給能
力を実現し、
駆動力が要求される大型スピーカー
であっても正確かつパワフルにドライブします。
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HDAM® 搭載の電流帰還型
ハイスピード・プリアンプ

プリアンプには電流帰還型回路を採用。マラン
ツが Hi-Fi コンポーネントで培ってきたワイドレ
ンジ、ハイスピードな回路設計のノウハウを惜し
みなく投入しています。その心臓部には超ハイ
スルーレートを誇る、マランツオリジナルのディ
スクリート高速アンプモジュール「HDAM ® SA2」
を搭載。オペアンプを使用した場合に比べ、ス
ルーレートを約 10 倍に向上し、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ました。

高周波ノイズコントロール

Audyssey MultEQ XT32、Sub EQ HT

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
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音質をまとめ
上げています。

最大 8 箇所で測定を行い、スピーカーの距離、
音量、およびサブウーファーのクロスオーバー周
波数を自動で設定。さらに、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します。また、2 台のサブウー
ファーを個別に測定、補正する「Sub EQHT」も搭
載しています。付属のマイクスタンドでマイクの
位置と高さをリスニングポイントに厳密に合わせ
ることによって、より精度の高い補正が行えます。
ドルビーイネーブルドスピーカーについては、天
井までの高さを設定することでさらに補正の精
度を高めることができます。

Audyssey MultEQ Editor app

32bit D/A コンバーター「AK4458VN」

「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。

旭化成エレクトロニクス製 32bit 8ch D/A コンバー
ター「AK4458VN」を採用。S/N が高く、歪みが極
めて少ないため、繊細な音の描写、透明感の高い
空間表現に優れています。32bit 処理の内蔵デジ
タルフィルターによりきめ細かく自然なサウンド
を実現します。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しています。

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。

Surround Technology
Auro-3D® に対応

Dolby Atmos® / DTS:X TM に対応

11.2chプロセッシング / 11.2ch プリアウト

5.1ch スピーカーにフロントハイト
（FHL ＋ FHR）、
サラウンドハイト
（SHL ＋ SHR）およびトップサラ
ウンド（ TS ／オプション）スピーカーを組み合わ
せた 10.1ch システムで、自然で臨場感豊かな 3D
サウンドを楽しむことができる Auro-3Dに対応。
また、Auro-Matic ® アルゴリズムによって、 モ

SR8012 は、新世代のオブジェクトオーディオ技
「
、DTS:X」に対応。頭上も含む
術「Dolby Atmos」

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、11.2ch 分 の
音場補正など負荷の大きな処理を同時に行い、
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。SR8012 はアナログデバイセス社
製 32 ビットフローティングポイント DSP、第 4 世
代「SHARC®」プロセッサーを 4 基搭載。高度な
処理能力によって音源の持つクオリティを余さず
引き出します。プリアウト端子は 11.2ch を装備。
よりグレードの高いパワーアンプを追加して音質
を向上することができます。また、2 台のサブウー
ファーを接続して LFE を強化することもできます。

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。Auro-3D を再生するには、少なくと
も一組のハイトスピーカーの設置が必要です。
また Auro-3D の再生にはフロントハイトスピー
カーおよびサラウンドハイトスピーカーを用いる
のが最適ですが、サラウンドハイトスピーカー
の代わりにリアハイトスピーカーを設置すれば、
Auro-3D および Dolby Atmos の両方をお楽しみい
ただけます。

全方位に展開する自然な音響空間に包み込まれ
ることにより、リスナーはあたかも映画の世界
に入り込んだような感覚を得ることができます。
11ch のパワーアンプを搭載しているため、パワー
アンプの追加なしに最大 [7.1.4] のサラウンドシ
ステムを構築することができます。また、従来の
Dolby Atmos / DTS:X 非対応コンテンツを視聴す
るときにも Dolby Surround / Neural:X のアップミッ
クス機能により、オーバーヘッドスピーカーを使
用した再生が可能です。
ハイトスピーカーやリアスピーカーを設置して
いない環境においても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「DTS Virtual:X」にもアップデート
により対応予定です。
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Network & Bluetooth
HEOS テクノロジーを搭載

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。

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 SR8012 で再生中の
音楽を配信することもできます。

※ SR8012 で Amazon Prime Music 、Amazon 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。

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

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。ストリーミング

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

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。

SR8012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）にも対応するた

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した

HDR10 / Dolby Vision / HLG 対応

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 SR8012 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

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。メ
インゾーンで使用していない内蔵パワーアンプ
を使って、または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、ゾーン 2 には
映像を配信することもできます（HDMI、コンポー
ネント、コンポジット）。

ド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。

リモコン
（RC038SR）

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
• 11.2ch プリアウト
• 金メッキ入出力端子
• 銅メッキシャーシ
• スリープタイマー（10 〜 120 分）
• オートスタンバイ機能

TECHNICAL INFORMATION
搭載パワーアンプ数

11 ch

定格出力

8 Ω、20 Hz-20 kHz、THD 0.05 %

実用最大出力

6 Ω、1 kHz、THD 10%、1 ch 駆動、JEITA 250 W

対応インピーダンス

140 W + 140 W

オーディオデコード部

4 〜 16 Ω
ビデオ部
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D/A コンバーター

32 bit / 8 ch D/A コンバーター「AK4458VN」× 2

M-DAX2

○

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

4K/60p 信号までアップスケール可能

周波数特性

+1,-3 dB、ダイレクトモード時

S/N比

IHF-A 、ダイレクトモード時

102 dB

スケーラー

HDMI 端子

入力：8（内フロント：1） 出力：3

セットアップメニュー

オーバーレイ GUI（日本語 / 英語）

コンポーネント入力：3 出力：1

セットアップアシスタント

○

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

オートスピーカーセットアップ

○

Room EQ

Audyssey MultEQ XT32、Sub EQ HT

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）

映像

10 Hz 〜 100 kHz

32 bit DSP

アナログ入力：8（内フロント：1）

Phono 入力：1
7.1 ch 入力：1

音声
入出力端子

セットアップ & 操作

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
11.2 ch プリアウト：1
ゾーンプリアウト：2
ネットワーク：1
USB（フロント）入力 ：1

その他

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

Dolby

対応音声フォーマット DTS

その他

サウンドモード

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

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
Auro-3D、DSD（5.1 ch）
リニア PCM（192 kHz /24 bit）、AAC

スマートセレクト

4

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

○

Wi-Fi

○（2.4/5GHz、IEEE802.11 a/b/g/n 準拠）

ネットワーク /

Bluetooth / USB

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

780 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 460 mm

アンテナ水平に寝かせた場合

W 440 × H 185 × D 460 mm

質量

17.4 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（RC038SR）
、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

Dolby Atmos 、Dolby Surround、DTS: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

※ 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 4 月作成 ＊当カタログの仕様および価格は、2018 年 4 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。

