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システムオーディオカタログ No.21

 ネットワークミュージックシステム
 CEOL  N10 シリーズ
 パーソナルオーディオシステム 
 D-M41シリーズ
 レコードプレーヤー
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 CDも、ラジオも、そしてハイレゾ音源やインターネットラジオも。

 どんな音源でも手軽にいい音で楽しめるシンプルなシステムが欲しい。

 そんなニーズに応えるために生まれたのが「CEOL（キオール）」シリーズです。

 愛称の「CEOL」は、音楽や歌を意味するアイルランドの言葉。

 多彩な機能と高音質をモダンなインテリアに映えるミニマルデザインにパッケージング。

 N10は新たにHEOS機能を搭載。話題のストリーミングサービスや AirPlay 2にも対応して

 あなたの音楽体験をもっと豊かなものにします。

 CEOL N10 シリーズ
ネットワークミュージックシステム

HEOS搭載のオールインワン
ミュージックシステム

希望小売価格

ネットワークCDレシーバー　RCD-N10  
57,800円（税抜価格）

スピーカーシステム（2台1組）　SC-N10 
17,800円（税抜価格）

システム合計  
75,600円（税抜価格） 
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 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」のテクノロジーを搭載。セットアップ、操
作は無料のHEOSアプリで誰でも簡単に。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RCD-N10で再生中の音楽を配信することもできます。

AirPlay 2対応 

iOS 11.4で追加された新機能「AirPlay 2」に対応。Apple Musicの再生や複数の
AirPlay 2対応機器によるマルチルーム再生が可能です。さらに、Siriによるボイス
コントロールも可能なため、Apple Musicや iPhoneのライブラリから声で選曲す
ることができます。 
※  RCD-N10でApple Musicの楽曲をお楽しみいただくには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対応 

Amazon Music HDやAWA、Spotify、SoundCloudなどの音楽ストリーミングサー
ビスに対応。ストリーミングサービスでは、これまでのように自分の好きなアーティ
スト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。
※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。

RCD-N10
ネットワークCDレシーバー

 希望小売価格 57,800 円（税抜価格）

 JANコード 49-51035-06608-9（W）ホワイト
 49-51035-06609-6（K）ブラック

CDもストリーミングも自由自在の
HEOS搭載ネットワーク
CDレシーバー



5.6 MHz DSD & ハイレゾ音源対応
家庭内の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なく楽しめます。

インターネットラジオ対応
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を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。

CDプレーヤー（MP3 / WMAファイル再生対応）
CDプレーヤー部には、デノンHi-Fiオーディオで培った技術を活かし、ディスクに
記録された信号を高精度で読み取る低重心ドライブメカを搭載しています。また、
CD-RやCD-RWに記録したMP3ファイルやWMAファイルを再生することができます。
※  HEOSアプリではデータCDの再生操作はできません。本体のボタンまたは付属のリモコンで操作してください。

「ワイドFM」対応 FM/AMチューナー搭載
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50の放送局をプリセット登録できます。

テレビなどの接続に便利な電源オン連動機能付き光デジタル入力
RCD-N10は最大 192kHz/24bitまでの入力に対応する2系統の光デジタル入力
を装備しています。その内 1系統を「テレビ入力」に設定しておくと、テレビからの
入力信号を検出した時に自動的に電源がオンになり、入力ソースが切り替わり、テ
レビの音声が再生されます。

Hi-Fiコンポーネント譲りの高音質設計
デノンの伝統であるシンプル＆ストレート思想を徹底し、さらなる高音質化を図り
ました。基板上の電源ラインをより太く、短くすることによりハイスピードでロスの
ない電源供給を実現。信号ラインは左右チャンネルを対称にレイアウトし、最短化。 
チャンネル間の音質差を極小化し、明確な定位と安定した空間表現を実現しました。

65 W + 65 W ハイパワーアンプ
増幅部には高音質で高効率なデジタルアンプを搭載。コンパクトサイズながら
65W + 65W（4Ω）の大出力で活き活きとした躍動感あふれる音楽表現を可能にし
ています。最新のパワーアンプモジュールとRCD-N10専用設計のOFCインダクター
を用いたローパスフィルターによって可聴帯域における歪率を大きく改善。音の消
え際まで澄み切った透明感の高いサウンドを奏でます。

厳選された高音質パーツ
デジタルアンプ回路やローパスフィルター回路には、デノンが培ってきた回路設計
技術やサウンドチューニングのノウハウをフル活用して厳選された高音質パーツを
多数投入。デジタルアンプで問題になることの多い高周波ノイズを効果的に抑え、
デノンのHi-Fiコンポーネントにも通じる鮮やかで自然な空間の広がりを感じさせる
サウンドを実現しています。

※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。

ミュージックサーバー／ USB メモリー対応フォーマット
サンプリング周波数 ビットレート ビット長 拡張子

WMA (Windows Media Audio) 32 / 44.1 / 48  kHz 48～192 kbps － .wma

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) 32 / 44.1 / 48 kHz 32～320 kbps －  .mp3

WAV 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz － 16 / 24ビット .wav

MPEG-4 AAC 32 / 44.1 / 48 kHz 48～320 kbps － .aac /.m4a /.mp4

FLAC (Free Lossless Audio Codec) 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz － 16 / 24ビット .flac

ALAC (Apple Lossless Audio Codec) 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 192 kHz － 16 / 24ビット .m4a

DSD （2 チャンネル） 2.8 / 5.6 MHz  － 1ビット .dsf / .dff

OFCインダクター 厳選された高音質パーツ
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音質調整機能
手軽に好みの音質に調整できるSDB（スーパーダイナミックバス）、イコライザー（高
音 ± 10dB、低音 ± 10dB）、バランス機能を搭載。また、音質調整をせずに、高純
度な再生を行うソースダイレクト機能も搭載しています。

さらに洗練されたミニマルデザイン
RCD-N10は、CEOLシリーズのミニマルデザイン
思想をさらに推し進め、より高い質感を与えられま
した。トップパネルには航空機のコックピットの風
防などにも用いられる硬度に優れ、傷に強いハー
ドコートアクリルを採用。コントロールボタンは新
たにタッチ式とすることで、より洗練されたたたず
まいに。ボタンに触れると LEDが柔らかく点灯し、 
確実な操作をサポートします。カラーバリエーションは、モダンなリビングに映える
ホワイト、落ち着いた印象を与えるシックなブラックの 2色をご用意しています。

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

RCD-N10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、ネットワークオーディオやインターネットラジオの再生、HEOS

アプリでの操作が行えます。2.4 GHz帯と5 GHz帯の両方を利用でき、MIMO 

( Multiple-Input and Multiple-Output )にも対応しているため、高速かつ安定した
通信が可能です。セットアップは、対応ルーターとボタン一つで接続できる「WPS」
に加えて、iOS機器（ iOS 7以降）からのWi-Fi設定コピーにも対応しているため簡
単に行えます。

3行表示、日本語対応の有機ELディスプレイ
日本語でのアーティスト名や曲名の表示に対応した、大型の有機 ELディスプレイを
装備。コントラストが高く、文字情報を大きく表示できるため、再生中の楽曲情報の
確認や音楽ファイル、インターネットラジオ局などの検索もスムーズに行えます。

テレビのリモコンでも操作が可能
お使いのテレビのリモコンの赤外線信号を RCD-N10に学習させることでテレビの
リモコンで RCD-N10を操作することが可能になります。下記の操作を割り当てる
ことができます。

その他の機能、特長
■ サブウーハープリアウト ■ 3 段階のゲイン切替機能搭載ヘッドホンアンプ  ■ 接続
しやすいプッシュ式スピーカー端子 ■ 5段階のディスプレイディマー、ディスプレイ
オフ ■ スタンバイ時に時刻を表示する時計モード  ■ 10 ～ 90分の範囲で 10分ごと
に設定可能なスリープタイマー ■オートスタンバイ機能  ■ リモコン付属  ■ オンライ
ン・ファームウェア・アップデート■ 着脱式電源コード

タッチ式コントロールボタン

ボリュームアップ / ボリュームダウン / ミュート / パワーオンオフ（トグル） / パワーオン / 
パワーオフ / 入力 Optical In 1 / 入力 Optical In 2 / 入力 Analog In 
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SC-N10
スピーカーシステム

 希望小売価格 17,800 円（2 台 1 組 /税抜価格）

JANコード 49-51035-06614-0（WT）ホワイト
 49-51035-06615-7（BK）ブラック

RCD-N10にベストマッチの
 ミニマルデザインスピーカー

新開発30 mmソフトドームツイーター
SC-N10のために30mm口径のソフトドームツイーターを新開発しました。高音域
の歪率を劇的に改善し、より原音に忠実で透明感の高いサウンドを実現しました。

120 mmペーパーコーンウーハー
ウーハーユニットに求められる剛性と内部損失の最適なバランスを備え、レスポ
ンスに優れた 120 mm口径のペーパーコーンウーハーを搭載。磁気回路には、70 

mm径の大型マグネットを搭載し、振動板を正確かつパワフルに駆動します。キャ
ビネットの背面に設けられたバスレフダクトと併せ、豊かな量感と切れのよさを両
立した低音再生を実現。音楽の持つエネルギーを躍動感豊かに表現します。

不要振動を抑制する高剛性エンクロージャー  

スピーカーユニットを支えるバッフル板に15mmの厚みを持たせることにより、 
ユニットのピストンモーションによって発生する振動をしっかりと受け止め、再生音
を濁す原因となる共振を抑えています。さらに左右のサイドパネルの間には補強材
を加え、エンクロージャー全体の剛性を向上。箱鳴りを抑えることにより、高解像
度かつ抜けの良いサウンドを実現しました。

最適化されたネットワーク回路
よりフラットな周波数特性とナチュラルな音質を実現するためにユニットおよび 

エンクロージャーの特性に合わせてネットワーク回路にチューニングを施しました。

接続しやすいプッシュ式スピーカー端子
スピーカー端子には接続しやすいプッシュ式ターミナルを採用。簡単かつ確実な
接続が可能です。

30 mm バランスドームツイーター 120 mm ペーパーコーンウーハー 接続しやすいプッシュ式スピーカー端子
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誕生から20年を数える異例のロングセラーとなったMシリーズは、日本でも、そして欧州でも素晴らしい

評価を獲得し続けてきました。それは、シンプルなシステムだからこそ、オーディオコンポーネントの本質、

サウンドクオリティを真摯に磨き上げてきたことへの評価にほかなりません。

RCD-M41は、フルサイズ Hi-Fiコンポーネントに匹敵する高音質パーツを用いたサウンドチューニングと

新開発のディスクリートパワーアンプの搭載により、定評の音質をいっそう向上させました。

また新たに Bluetooth® に対応し、スマートフォンやタブレットの音楽も手軽に楽しめます。

お気に入りの音楽と過ごすひとときを、より豊かなものにする、

ワンボディの Hi-Fi コンポーネント「D-M41シリーズ」

D-M41 シリーズ
パーソナルオーディオシステム

Bluetooth対応
 コンパクトHi-Fiオーディオシステム

希望小売価格

CDレシーバー　RCD-M41 
42,800円（税抜価格）

スピーカーシステム（2台1組）　SC-M41 
17,800円（税抜価格）

システム合計   
60,600円（税抜価格）
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RCD-M41
CD レシーバー

 希望小売価格 42,800円（税抜価格）

JANコード： 49-51035-06166-4（SP） プレミアムシルバー
 49-51035-06165-7（K）ブラック

 Hi-Fiオーディオクオリティの
 コンパクトCDレシーバー

Bluetooth対応機器とのワイヤレス接続が可能  

お手持ちのスマートフォン、タブレット、パソコンなどの Bluetooth対応機器とワイ
ヤレスで接続することで、本機から離れた場所にいても、メールやウェブサイトを眺
めながら音楽をお楽しみいただけます。また、高音質コーデックの AACにも対応
しており、迫力のある音で音楽やゲームをお楽しみいただけます。  

高精度CDメカニズム
CDプレーヤー部には、Hi-Fiオーディオ機器の開発で培った制振技術を活かし、ディ
スクに記録された信号を高精度に読み取るメカニズムを搭載。CDのほか、MP3ファ
イルやWMAファイルを記録したCD-Rや CD-RWを再生することもできます。
※ 書き込み状態の悪いディスクなど、一部再生できない場合があります。 

2系統の光デジタル入力 

最大192 kHz/24 bitのリニア PCM入力に対応する光デジタル入力を2系統搭載。
テレビやパソコン、ポータブルオーディオプレーヤーと本機を光デジタルケーブル 
（別売）で接続すれば、さまざまなコンテンツを高音質で楽しめます。

30 W + 30 W ディスクリートパワーアンプ 

本機の開発において、よりHi-Fiコンポーネントに近
いスペック、パフォーマンスを実現するために、パワー
アンプには新たにディスクリート回路を採用しまし
た。全てのパーツを自由に選択できるため、プリアン
プ部と同様に、サウンドマネージャーと音質担当エ
ンジニアが試作と試聴を繰り返し、最適なパーツを
厳選。徹底的なサウンドチューニングによりクラスを
超えたサウンドクオリティを獲得しました。ノイズフロアは RCD-M40の50%以下
にまで抑えられ、サウンドステージの透明感が向上。さらに、ドライブ段の電流リミッ
ターを排除することによりスピーカー駆動力を高め、スケールの大きいダイナミック
な音楽再生を可能にしました。

純度が高く色付けのない音を再現するシンプル＆ストレート回路構成 

回路構成の複雑化を避け、信号ラインは左右チャンネルを対称にレイアウトし最短
化。基板上の電源ラインを低インピーダンス化することによりハイスピードで安定
した電源供給を実現。さらに、電源トランスの巻線からデジタル回路とアナログ回
路をセパレートすることにより、回路間の干渉とノイズを抑制しています。

ディスクリートパワーアンプ



Hi-Fi コンポーネント譲りの高音質パーツ 

デジタル回路、プリアンプ回路には、カスタムコン
デンサーや薄膜高分子積層コンデンサー、カーボン
抵抗などフルサイズ Hi-Fiコンポーネント「1600NE 

シリーズ」にも使用されているHi-Fiオーディオグ
レードの音質対策パーツをふんだんに投入し、さら
なる音質向上を図りました。

ゲインコントロール機能搭載の高性能ヘッドホンアンプ 

ヘッドホンでも高音質な音楽再生を楽しめるように、スピーカー出力用パワーアン
プとは別にヘッドホン出力専用アンプを搭載しました。電圧増幅段にはハイスピー
ド、ローノイズな高速オペアンプ、出力バッファーにはディスクリート回路を採用し、
ヘッドホンのパフォーマンスを十分に引き出します。また、インピーダンスの高いヘッ
ドホンでも最適な音量が得られるように 3段階のゲイン切り替え機能を搭載して
います。 
※ヘッドホンのプラグを差し込むと、スピーカー端子から音が出なくなります。 

「ワイドFM」対応FM/AMラジオチューナー
 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。95 MHz 

 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40の放送局をプリセット登録
で きます。 

NEシリーズのデザインコンセプトを継承 

デノンの新世代 Hi-Fiコンポーネント「NEシリーズ」
のデザインコンセプトを継承した、シンプルかつ質感
の高いデザインを採用。見た目の美しさはもちろん、
ボタンやボリュームノブの感触や操作のしやすさにも
こだわって形状、仕上げを見直しています。

音質調整機能 

音量に合わせて低音域を増幅するSDB（スーパーダイナミックバス）、好みの音質に調
整できるイコライザー（高音 ±10dB、低音 ±10dB）、左右バランス調整機能を搭載。
また、音質調整をせずに、高純度な再生を行うソースダイレクト機能も搭載しています。

金メッキスピーカー端子 

スピーカー端子には、バナナプラグにも対応する金メッキ処理のスクリュータイプを 

採用。金メッキ処理により経年劣化を抑え、より信頼性の高い接続を可能にしていま
す。また、スピーカー端子を横一列にレイアウトすることでスピーカーケーブルを挿入
しやすくしました。 

その他の特長 
■ サブウーハープリアウト ■Bluetoothオフモード ■ 4段階のディスプレイディマー、ディスプレ
イオフ ■ 10 ～ 90分の範囲で 10分ごとに設定可能なスリープタイマー  ■ ワンスアラーム、エブ
リデイアラーム  ■ 時計表示機能（クロックモード）  ■ リモコン付属 ■ オートスタンバイ機能（15分）  
■ 着脱式電源コード 

Hi-Fiグレードの高音質パーツ

新デザインのボタン＆ボリュームノブ

11
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2.5cmソフトドームツィーター 

繊細で透明感の高い響きを実現するソフトドーム
ツィーターを採用。振動板の外周を支えるエッジ背
面の構造を見直すことにより、内部の空気圧を最
適化。ピストンモーションのバランスを整え低歪で
クリアな再生を実現しました。磁気回路にはアルミ
製のショートリングを追加し、高音域の歪みを大幅
に改善しています。 

12cm ペーパーコーンウーハー 

質量と剛性のバランスに優れ、レスポンスの良い
12cm口径のペーパーコーンウーハーを搭載。背
面に設けられたバスレフダクトと併せ、豊かな量感
と切れのよさを両立した低音再生を実現していま
す。振動板を支えるサスペンションの形状を最適化
することによりピストンモーションのバランスを改善
し、歪みを低減しています。 

高剛性キャビネット 

再生音を濁らせる原因となる箱鳴りを抑え、クリアなサウンドを実現するために、
キャビネットには均質な強度と安定した音響特性を備える15mm厚のMDFを使用
しています。さらにサイドパネルの間と各パネルの接合部に補強を加え、キャビネッ
トの剛性を高めています。 

大型スクリュー式スピーカー端子 

スピーカー端子には、確実な接続が可能な大型のスクリュー式を採用。また、バナ
ナプラグにも対応しています。 

断面積を58%アップした付属スピーカーケーブル 

エネルギッシュなサウンドのために付属スピーカーケーブルの断面積を58%アップ
しました。

その他の特長
■ 切れのよい低音を実現する背面ダクト ■ コルク製滑り止め付属

2.5cmツィーター

12cmウーハー

 SC-M41
 スピーカーシステム

希望小売価格 17,800円（2台1組・税抜価格）

 JANコード： 49-51035-06169-5（CW）チェリー
 49-51035-06168-8（BK）ブラック

 RCD-M41にベストマッチの
 高音質コンパクトスピーカー 
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CEOL
ネットワークCDレシーバー RCD-N10

音声入出力端子
入力

ネットワーク× 1、USB-A× 1、
光デジタル× 2、アナログ× 1

出力 ヘッドホン× 1、サブウーハー× 1

CD部
再生周波数特性 10Hz～20kHz

ワウ・フラッター 測定限界（± 0.001%）以下

アンプ部

定格出力（4Ω、1kHz、T.H.D.+N 0.7%） 65W + 65W

実用最大出力 
 （4Ω、1kHz、T.H.D. +N10% JEITA）

80W + 80W

全高調波歪率（1kHz、5W、4Ω） 0.1%（Analog In）

S/N 比（10W、4Ω、IHF-A） 90dB（Analog In）

FM 部
受信周波数 76.0MHz ～ 95.0MHz

実用感度 1.2 μ V/75 Ω

AM 部
受信周波数 522kHz ～ 1629kHz

実用感度 20μV

Bluetooth

バージョン 3.0 + EDR

対応プロファイル / 対応コーデック A2DP 1.2、AVRCP 1.5 / SBC

周波数帯域 / 送信出力 / 通信距離 2.4 GHz 帯域 / Class 1 / 約 30 m （見通し距離）
無線 LAN 規格 IEEE 802.11a/b/g/n 準拠、（Wi-Fi® 準拠）

総合

電源電圧 / 周波数 AC100V、50/60Hz

消費電力 / 待機時消費電力 55W / 0.4W （ネットワークコントロール ON 時：4W）

外形寸法（ 脚、ツマミ、端子含む） W280 ×H108 ×D305mm

質量 3.4 kg

付属品
かんたん設定ガイド、取扱説明書、リモコン、
単4形 乾電池× 2、FM 室内アンテナ、
AM ループアンテナ、電源コード

スピーカーシステム SC-N10
形式 2 ウェイ・2 スピーカー、バスレフ型

スピーカーユニット 120 mmコーン型ウーハー× 1、
30 mm バランスドーム型ツイーター× 1

最大許容入力 60W（JEITA）、120W（PEAK）

インピーダンス 6Ω
再生周波数域 50Hz～20kHz

クロスオーバー周波数 3.5kHz

音圧レベル （1W・1m） 83dB

外形寸法 W153 ×H233 ×D200mm

質量（1台）  2.4kg

付属品
取扱説明書、スピーカーケーブル× 2、
すべり止め（1シート /8 枚）

D-M41
CDレシーバー RCD-M41

音声入出力端子
入力 光デジタル× 2、アナログ×1

出力 ヘッドホン×1、サブウーハー×1

CD部
再生周波数特性 2Hz～20kHz

ワウ・フラッター 測定限界（± 0.001 %）以下

アンプ部
定格出力 
（6Ω、1kHz、T.H.D. 10% JEITA）

30W + 30W

FM部
受信周波数 76.0 MHz～ 95.0 MHz

実用感度 1.2μV/75Ω

AM部
受信周波数 522 kHz～1629 kHz

実用感度 20μV

Bluetooth

バージョン 4.0

対応プロファイル / 対応コーデック A2DP 1.3、AVRCP 1.5 / SBC、AAC

周波数帯域 / 送信出力 / 通信距離 2.4 GHz 帯域 / Class 1 / 約 10 m （見通し距離）

総合

電源電圧 / 周波数 AC100 V、50/60 Hz

消費電力 70 W

待機時消費電力 0.3 W （クロックモード時：14 W） 
外形寸法 (脚、ツマミ、端子含む ) W210×H115×D309mm

質量 4.2 kg

付属品
かんたんスタートガイド、取扱説明書、リモコン、
単 4形乾電池 × 2、 FM室内アンテナ、
AMループアンテナ、電源コード 

スピーカーシステム SC-M41
形式 2ウェイ・2スピーカー、バスレフ型

スピーカーユニット
12cmコーン型ウーハー×1、
2.5cmソフトドーム型ツィーター×1

最大許容入力 60 W（JEITA）、120 W（PEAK）

インピーダンス 6Ω
再生周波数域 45 Hz～ 40 kHz

クロスオーバー周波数 3kHz

音圧レベル （1W・1m） 83 dB

外形寸法 W145 x H238 x D234mm

質量（1台） 3.6 kg

付属品
取扱説明書、スピーカーケーブル× 2、
吸音スポンジ× 2、
すべり止め（1シート /8枚）
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洗練された外観デザイン
強度・密度も分析された4mm厚の成形材によるキャビネットは美しい光沢塗装で
仕上げられています。ストレートトーンアームやアルミダイカストターンテーブルなど
質感の良いデザイン形状を採用。横幅434mmのボディサイズもあいまって、フル
サイズのコンポーネントとの組み合わせも上品にマッチします。

本格派フルオートプレーヤー
30cm、17cmのレコードサイズを選択すれば、簡単操作で自動でアームが移動し
レコードを再生、終了後アームが戻るフルオートシステムです。カートリッジの交換も
可能で、アンチスケーティングやゼロバランス調整など、バランスのとれた最適な状
態でのレコード再生を実現します。

PHONOイコライザー内蔵
PHONOイコライザーを内蔵していますのでPHONO端子のないミニコンポやプリ
メインアンプにもダイレクトに接続が可能です。（ON、OFF切替え可能）
※ MC型カートリッジ（高出力タイプを除く）に交換した場合は別途昇圧トランスとフォノイコライザーアンプが 
必要になります。

アルミダイカストターンテーブル
約5mm厚のターンテーブルシートは、ホログラム振動解析によりレコードのホール
ド性を向上させています。

ストレートトーンアーム
専用シェルにてカートリッジの交換をお楽しみいただけます。

MM型カートリッジを付属

マニュアルアームリフター装備

DP-300F
フルオート・レコードプレーヤー

 希望小売価格 47,300円（税抜価格）

 JANコード　  45-6011953-608-2（SP）プレミアムシルバー 
 45-6011953-609-9（K）ブラック  

本格パフォーマンスを有した
実力機

（SP）プレミアムシルバー （K）ブラック

DP-300Fの主な仕様
【モーター部】•• 駆動方式／ベルトドライブ •• 回転数／33・1/3、45rpm •• ワウ・フラッター／
0.10％（WRMS）  •• ターンテーブル／アルミダイカスト •• 負荷特性／針圧80gで0 ％ 
【アーム部】•• 方式／スタティックバランスストレートタイプ •• 有効長／ 221.5mm •• オーバーハ
ング／ 19mm •• トラッキングエラー／ 3°以内 •• 針圧調整範囲／0 ～ 4.0g （1目盛 0.1g） •• 適
合カートリッジ質量／4.5 ～ 9.5g（ヘッドシェル含まず）
【カートリッジ部】•• 形式／ MM型 •• 適正針圧／ 2.0g •• カートリッジ質量／ 5g •• 交換針／

DSN-85（希望小売価格3,900円 税抜価格） •• 付属ヘッドシェル質量／ 10g 
【総合】•• 電源／AC100V 50/60Hz ••  消費電力／2W  ••外形寸法／ダストカバーを閉じた時：

W434×H122×D381mm ダストカバーを開いた時：W434×H約391×D413mm（ス
イッチ、フット含む）•• 質量／5.5kg •• 付属品／ヘッドシェル付 MMカートリッジ、EPアダプタ
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USBメモリーに
ダイレクト保存できる
フルオートプレーヤー

手軽にアナログレコードを
楽しめる入門機

DP-200USB
フルオート・レコードプレーヤー

 希望小売価格  33,000円（税抜価格）

 JANコード 45-8211636-048-4（SP）プレミアムシルバー
 45-8211636-047-7（K）ブラック

 DP-29F
 フルオート・レコードプレーヤー 

 希望小売価格   15,950円（税抜価格）

JANコード： 49-88001-51496-1（S）シルバー
 49-88001-51497-8（K）ブラック

■ レコードライブラリーを簡単にUSBメモリーに保存
■ LINE接続のみのミニシステムなどでもお楽しみいただけるPHONOイコライザー内蔵
■ ボタン操作でレコードがかけられるフルオートプレーヤー
■ 高い慣性質量で安定した回転を実現するアルミダイカストターンテーブル
■ プレミアムシルバーとブラックの2タイプ
■ MM型カートリッジ付属
■  MusiCutTM for Denon

   USBメモリーに録音したMP3ファイルは、音楽ファイルユーティリティソフト「MusiCutTM for 
Denon」で編集を行うことができます。トラック分割は手動および曲間の無音部分での自動分
割に対応。また、楽曲のデータを解析してGracenote社の音楽データベースから最適な楽曲
情報を取得することができます。MusiCutTM for Denonはデノンのウェブサイトからお手持ちの
Windowsパソコンにダウンロードしてお使いください。 
※ 対応OS：Windows 8、Windows 8.1 および Windows 10

■ PHONOイコライザー内蔵
 PHONO端子のないLINE接続のみのミニコンポやプリメインアンプにもダイレクトに接続が 

 可能です。（ON、OFF切替え可能）

■ フルオートシステム
 30cm、17cmのレコードサイズを選択すれば、ボタン操作のみでアームが移動しレコードを再生。

 再生を終了すると自動的にアームが戻ります。

■ 高精度アルミダイカストターンテーブル
■ ブラックとシルバーの2タイプ
■ MM型カートリッジ付属

DP-29F-S/Kの主な仕様
•• 駆動方式／ベルトドライブ •• 回転数／33・1/3、45rpm •• ワウフラッター／0.15％（WRMS） 
•• ターンテーブル／アルミダイカスト  •• トーンアーム／ダイナミックバランス形  •• 有効長／
195mm •• カートリッジ／MM型 •• 適正針圧／3.5g •• 交換針／DSN-82、DSN-84（希望小売
価格3,900円税抜価格） •• 電源／AC100V 50/60Hz •• 消費電力／2W •• 外形寸法／ダストカ
バーを閉じた時：W360×H97×D357mm ダストカバーを開いた時：W360×H約417×
D362mm（スイッチ、フット含む） ••質量／2.8kg  •• 付属品／EPアダプタ

DP-200USB-SP/Kの主な仕様
•• 駆動方式／ベルトドライブ •• 回転数／33・1/3、45rpm  •• ワウ・フラッター／0.15%以下（WRMS） 
•• ターンテーブル／アルミダイカスト •• トーンアーム／ダイナミックバランス形 •• 有効長／195mm  
•• カートリッジ／MM型 •• 適正針圧／3.5g •• 交換針／DSN-84 （希望小売価格3,900円 税抜価格）
•• デジタル記録媒体／USBメモリー（マスストレージクラス） •• デジタル記録形式とビットレート
／MP3、192kbps • 電源／AC100V 50/60Hz  •• 消費電力／10W  •• 外形寸法／ダストカバーを
閉じた時：W360×H98×D358mm、ダストカバーを開けた時：W360×H約415×D363mm   
•• 質量／約3.2kg  •• 付属品／EPアダプタ、Trans Music Manager（CD-ROM）
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安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い場所に
設置しないでください。火災、故障、感電などの
原因となることがあります。

*  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。
* 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。 

iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。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。

* 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。
* “Spotify”および ”Spotify”ロゴは Spotifyグループの商標です。
* “Trans Music Manager”は、トランステクノロジー株式会社の商標と登録商標です。
* Gracenote および CDDB は、Gracenote 社の登録商標です。
* あなたの録音したものは、個人として楽しむなどのほか、著作権法上権利者に無断で御使用になれません。
　なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。
* 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。
* 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。


