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商品に関するお問い合わせおよびカタログのご請求は下記のパイオニアホームオーディオコールセンターへお電話でどうぞ

ハイレゾ音源配信サイトe‒onkyo musicでは、ジャズ、クラシック、ロック、
アニソン、JPOPなどあらゆるジャンルの楽曲を、96kHz/24b i tや
192kHz/24bit、DSD 2.8MHz/DSD 5.6MHz/DSD 11.2MHzといっ
た高品質でダウンロード配信しています。CDの情報量をはるかに超える、
これまで聴いたこともないようなクオリティで、名盤、名演奏を存分にお愉し
みいただけます。まるでその場で歌っているようなリアルなヴォーカルから、
コンサートホールで聴くようなダイナミックなフルオーケストラまで、あくまで
原音に忠実なサウンドを是非ご体験ください。 e-onkyo musicは44.1kHz/24bitから192kHz/24bitまで、またDSD2.8MHz、5.6MHz、11.2MHzを取り扱っています。ファイル形式

はWAV（非圧縮）、FLAC（可逆圧縮）、DSFとなります。

http：//www.e-onkyo.com/

写真提供：
ユニバーサルミュージック合同会社、
ワーナーミュージック・ジャパン
（50音順）

この印刷物には環境に配慮した植林木の用紙および植物性大豆油インキを使用しています。

　541-0041 大阪府中央区北浜二丁目２番22号  北浜中央ビル

　104-0028 東京都中央区八重洲二丁目３番12号

製造元：

販売元：

http://pioneer-audiovisual.com/support/お客様サポート カタログや取扱説明書のダウンロード、よくあるお問い合わせなどの商品サポート情報の
ホームページです。カタログの送付申し込みもこちらから行えます。

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品の
　お問い合わせおよびカタログのご請求窓口 050-3388-9425

●FAX受付  
　 0858-28-6190

●営業時間/月曜～金曜9：30～18：00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）
〈ご注意〉

パイオニアホームオーディオ
コールセンター

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店へ。もし、販売店でおわかりにならない場合は、弊社のパイオニアホームオーディオコールセンターへおたずねください。
●このカタログに掲載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。●写真の製品の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

本カタログに記載の全商品の価格には、配送費・据付費・使用後の商品引きとり代金などは含まれておりません。
パイオニアホームエレクトロニクス株式会社は2015年3月2日をもって、オンキヨー＆パイオニア株式会社に社名変更いたしました。

通話料金がかかります。予めご了承ください。



NFC機能※3に対応したスマートフォンを本体にかざすだけでペアリングが

簡単に行えるので、手動でのBluetooth®接続の手間がかかりません。もちろ

ん、接続解除や接続切り替え※4も、ワンタッチで操作可能。さらに、

Bluetooth®スタンバイと組み合わせれば、本体が電源オフの状態でも、本体

の電源オンからBluetooth®接続までをスマートフォンで操作できます。

ワンタッチで、スマホと簡単につながる。

AMラジオ放送をFMで補完放送する「ワイドFM」に対応。今までAMラジ

オの電波が入りにくかった場所でも、「ワイドFM」対応のAMラジオ局※5の

番組を聴きやすくクリアな音声で楽しむことができます。

AMラジオ番組が、FM放送でクリアに聴ける。

CDをはじめUSBメモリーに保存したMP3ファイルの再生やAM/FM

など、1台でさまざまなメディアを楽しむことができます。

多彩な音源に対応。

※1：本機でBluetooth®無線技術搭載機器の音楽を再生するには、Bluetooth®無線技術搭載機器がプロファイル：A2DPに対応している必要があります。すべてのBluetooth®無線技術搭載機器との接続動作を保証するものではありません。 
※2：X-CM56とペアリングによる機器登録が必要です。※3：NFC(Near Field Communication：近距離通信）機能を利用するには、スマートフォンなど接続する機器にもNFC機能が必要となります。※4：接続切り替えは、NFC機能対応の別の
デバイスで接続することで可能になります。※5：三大都市圏（東京•名古屋•大阪）を含む約半数の民放AMラジオ局は、2016年春から放送を開始しました。それぞれの局の放送エリアなどの情報は、局のホームページで確認してください。01 02

こだわりの空間に溶け込む、スタイル＆カラー。

本体とスピーカーにインテリアと相性のよい木目調デザインを採用し、様々なインテリアに合わせやすい4つのカラーバリエーションをライン

アップしました。お部屋のテイストにあったカラーを選べば、雰囲気を損なうことなく溶け込みます。また、スピーカーを横置きすると、本体と高

さが合いフラットなフォルムになるので、カラーだけでなく佇まいまでお部屋にフィットします。

X-CM56（W/B/R/GR）
CDミニコンポーネントシステム

オープン価格※　

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。　
JANコード W:4573211151299 B:4573211151282 
　　　　   R:4573211151305 GR:4573211151312 AM／FM AUDIO INUSBCD

（W）：ホワイト （Ｂ）：ブラック

（Ｒ）：レッド （ＧＲ）：グリーン

ワイヤレスならその場から、いつでも。

スマートフォンなどに保存した音楽をワイヤレスで再生することが

できます※１。また、本体の電源をスマートフォンからオンにできる

Bluetooth®スタンバイに対応※２。さらに、一度ペアリングするだけで

次回からは自動で接続できるBluetooth®オートコネクトにも対応し

ているので、よりスマートに音楽を楽しむことができます。

電源ON！電源ON！
X-CM56

Touch！Touch！

※イラストはイメージです。

スピーカーは
横置きすることで
フラットな形に。

撮影協力：SLOWHOUSE（スローハウス）　〒140-0002　東京都品川区東品川2-1-3　TEL.03-5495-9471

インテリアに溶け込む、ファニチャー感覚のミニコンポ。

オートコネクト
Bluetooth®

スタンバイ
Bluetooth®



付属パネル付属パネル 付属パネル

アプリを使えば、音楽がもっと楽しい。

本 体にベストチューニングされたスマートフォンアプリ

「Pioneer Wireless Streaming」（無料）に対応※3※4。ワイ

ヤレス再生しているスマートフォンに保存した楽曲を、あなた

好みの音質に自由にカスタマイズすることができます。もっと

迫力を出したり、ボーカルの声をしっかり聴いたり、重低音を効かせたり、いつ

もの音楽をもっと楽しめます。

X-SMC01BT-K/-W
スタイリッシュCDミニコンポ

オープン価格※　

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

＊本製品にはiPod/iPhoneは付属しておりません。　
JANコード K:4988028243455 W:4988028243479

AUDIO INUSBCD

オートコネクト
Bluetooth®

スタンバイ
Bluetooth®

FM

X-SMC01BT

電源ON！電源ON！Touch！
Touch！
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カラ ー を 着 せ 替 え て、

くつ ろぐ 部 屋 に。

カラ ー を 着 せ 替 え て、

くつ ろぐ 部 屋 に。

お部屋の雰囲気に合わせて着せ替えられる。

お部 屋 のインテリアや 模 様 替えに合わせ て 雰 囲 気を変えられる、着 せ 替えパネルを付 属 。簡 単に付け 替えることができるので 、様 々な

シーンに合わせてカラーチェンジを楽しむことができます。

ワイヤレスならその場から、いつでも。

スマートフォンなどに保存した音楽をワイヤレスで再生することができ

ます ※１。また、本体の電源をスマートフォンからオンにできるBluetooth®ス

タンバイに対応※２。さらに、一度ペアリングするだけで次回からは自動で

接続できるBluetooth®オートコネクトにも対応しているので、よりスマート

に音楽を楽しむことができます。

置く場所を選ばないスリムなデザイン。

自 宅 の ちょっとし た ス ペ ー ス にも気 軽 に 置 け るスリム な デ ザ イ

ン。ラックやチェスト、ベッドサイドなど、様 々な場 所に置くことが

できます 。また 、壁 掛 け 設 置 にも対 応して おり、さらに自 由 度 が

広がります 。

本体周りにスッキリ置ける
便利な専用スタンド付属。

新しいデザインを採用したスタンドを付属。接続ケーブルがじゃまに

なることなく、iPhoneやiPadを本体の周りにスッキリと置くことが

できます。

クリアホワイト シルキーピンク

X-SMC01BT-W

マットブラック プレミアムレッド

X-SMC01BT-K

※イラストはイメージです。

▲ 再生画面 ▲ イコライザー画面

※1：本機でBluetooth®無線技術搭載機器の音楽を再生するには、Bluetooth®無線技術搭載機器がプロファイル：A2DPに対応している必要があります。すべてのBluetooth®無線技術搭載機器との接続動作を保証するものではありませ
ん。 ※2：X-SMC01BTとペアリングによる機器登録が必要です。 ※3：App Storeから無償でダウンロードできます。iOS 7以降のiPhone/iPod touchでご利用いただけます。※4：Android版はGoogle Playから無償でダウンロードできます。
ただし、すべてのAndroid端末に対して動作を保証するものではありません。

-W（ホワイト）-K（ブラック）



ハイレゾの感 動を、もっと手 軽に。

＊XC-HM86(S)とS-HM86-LRの組み合わせ例です。

XC-HM86（S）
ネットワークCDレシーバー

オープン価格※　

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

JANコード：4573211151565

S-HM86-LR
スピーカーシステム

オープン価格※　2台1組・グリルネット付
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

JANコード：4573211151572

製品の詳細はP.07-08 製品の詳細はP.07-08

製品の詳細はP.08

スマートフォンやタブレットなどを使用して　　　　　　　　　のサイトから購入したハイレゾ

音源を、PCなどの端末を介さずにX-HM76/XC-HM86につながっているHDD（別売）に

直接ダウンロードできる、まったく新しいハイレゾソリューション「e-onkyo ダウンローダー」※。

オンキヨー＆パイオニアは、ハイレゾを身近にする先進的な楽しみ方をお届けします。

X-HM76（S）
ネットワークCDレシーバーシステム

オープン価格※　

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

JANコード：4573211151534

ハイレゾ音源配信サイトe-onkyo music（http://www.e-onkyo.com/）では、ジャズ、クラシック、ロック他、
あらゆるジャンルの楽曲を高品質で配信しています。詳しくは本カタログ裏面の紹介をご覧ください。

X-HM76/XC-HM86にUSB接続してあるHDDをPCにつなぎかえることなく、

Windows PC内の音楽ファイルを移動することができます。PC上のミュージック

ライブラリーを手軽に良い音で楽しむことができます。

お部屋のX-HM76/XC-HM86につないだ

HDDに音楽ファイルをダウンロード
PCを介さずに楽曲を再生可能スマートフォンで楽曲購入

「e-onkyo ダウンローダー」※の使い方

外付けHDD

外付けHDD

ルーター

ルーター

音楽ファイル

●本体にHDDをつないだまま、音楽ファイルを移動可能

HDDをつないだまま音楽ファイルを移動※

音楽ファイル

Windows PC

●型式／位相反転式ブックシェルフ型●スピーカー／2ウェイ方式、ウーファー：13 cmコー
ン型（グラスファイバー振動板）、トゥイーター：2.5 cmソフトドーム型●インピーダンス／4 Ω
●実効周波数帯域（JEITA）：55 Hz～40 kHz●再生周波数帯域（-20 dB）：45 Hz～40 
kHz●出力音圧レベル／82 dB●最大入力（JEITA）／100 W●クロスオーバー周波数
／4 kHz●外形寸法／165 mm（W）×280 mm（H）×259 mm（D）●質量／4.4 kg●付
属品／スピーカーコード1.5 m×2、滑り止め●保証書付

AM／FMUSBCD オートコネクト
Bluetooth®

スタンバイ
Bluetooth®

※これらの機能は後日ファームウェアのアップデート対応となります。詳しくは当社ホームページでお知らせします。機能を利用するにはネットワーク環境が必要です。
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Touch！



情報量豊かなハイレゾ音源を忠実に再現するため、音質を大きく左右

するDAC部には、ハイクラスオーディオにも使用されているプレミアム

タイプを採用。高S/Nと低歪率により、オーディオ信号の再現性が飛躍

的に向上し、ハイレゾの中でも特に情報量の多いDSDのような音源ま

でも高品位に再生可能です。また、ノイズの影響を徹底的に排除するた

め、CDやネットワークからの音源といったデジタル音声の信号処理経

路を見直し、劣化の原因となるアナログ経路を最短化するような回路

設計を施しました。さらに、高音質部品の選定や新規開発のハイパワー

デジタルアンプ部に加え、アナログ回路とデジタル回路のグランドを分

離する「クリーングランド設計」を施すことで、S/N感の向上を実現し、

ハイレゾ音源の細かな音のニュアンスまでも忠実に再現します。

ハイレゾ音源を忠実に再現する
高音質技術。 XC-HM86

X-HM76

デジタルアンプの音質を大きく左右するフィルター部には閉磁路構造・無酸素銅OFCタイプのカスタム品を採用。また、電源部の電解コンデンサには

試聴を繰り返し選び抜いた部品を採用するとともに、急激な電流変化にも対応できる適切な容量への見直しを行うことで、各回路への安定的な電力供給

を実現。目まぐるしく変化する音声信号に対して常に正確にスピーカーを駆動する、アンプ本来の役割であるスピーカードライブ能力を飛躍的に向上させ

ています。上位モデルにふさわしい熟練の技術者による徹底した音質チューニングとこれらオーディオ特性に優れた高品位なパーツの採用によりハイレゾ

音源をはじめ、様々なソースをより高品位にお楽しみ頂けます。

XC-HM86

XC-HM86

AirPlay※1やGooglecast for Audio※2により、スマートフォン、タブ

レット、PCなどに保存した楽曲をワイヤレスで再生することができます。

さらに、インターネットラジオ※3やRadikoに対応しており、国内外のイン

ターネットラジオ放送局の番組をいつでも楽しめます。

Wi-Fiを使ってワイヤレスで
音楽やネットラジオを楽しめる。 XC-HM86

X-HM76

XC-HM86

X-HM76様々なハイレゾ音源を楽しめる。

DSD11.2MHzをはじめ、FLAC、AIFF、ALAC、WAVの192kHz/24bit

など、さまざまなフォーマットに対応し、情報量豊かなハイレゾ音源を幅広く

楽しむことができます。

上位モデルにふさわしいさらなる高音質技術。

XC-HM86

X-HM76

XC-HM86

X-HM76

外付けHDD（別売）のUSB接続に対応。

背面のUSB端子に外付けHDD（別売）を接続可能。たくさんの音源を

ミュージックサーバーのように長時間再生して楽しめます。

XC-HM86

X-HM76　　　　　 ®で手軽に音楽を楽しむ。

アルバムアートも大きく表示するカラー液晶。

スマートフォンなどに保存した音楽をワイヤレスで楽しめます※4。

※1：Apple社の「AirPlay」を使用するためには、本機がLAN接続され、またワイヤレス演奏を楽しむためには無線LAN環境となっていることが必要です。AirPlayは、iOS4.3.3以降を搭載したiPhone/iPad/iPod touch、OS X Mountain Lion搭載の
Mac、およびiTunes10.2.2以降を搭載したMac/パソコンに対応しています。※2：ファームウェアアップデートにより対応予定。※3：インターネットラジオを聴くには、インターネットサービスを提供しているプロバイダーとの契約・料金が別途必要です。
※4：本機で　　　　  ®無線技術搭載機器の音楽を再生するには、　　　　  ®無線技術搭載機器がプロファイル：A2DPに対応している必要があります。すべての　　　　  ®無線技術搭載機器との接続動作を保証するものではありません。

日本語表示に対応した、3.5インチのカラー液晶を搭載。アルバムアートや

ビットレートなど多彩な情報も表示。選曲や設定が快適に行えます。

XC-HM86

X-HM76

パイオニアのスマートフォンアプリ「Pioneer Remote 

App」（無料）を使って、電源のオン/オフや音量の調整など、

より直感的で快適な操作を実現しています。

アプリでスマホを快適リモコンに。
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厳選された高音質パーツを奢り、

こだわりの音質チューニングを施した

ワンクラス上のモデル。

S-HM86-LR
スピーカーシステム

オープン価格※　2台1組・グリルネット付　

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

JANコード：4573211151572

ハイレゾ音源を忠実に再現。

XC-HM86に最適な本格派スピーカー。

先進のハイレゾ音源を、音楽性豊かに再生。

パイオニアの高音質技術を凝縮した、

ネットワークCDレシーバーシステム。

X-HM76（S）
ネットワークCDレシーバーシステム

オープン価格※　

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

JANコード：4573211151534

XC-HM86（S）
ネットワークCDレシーバー

オープン価格※　

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

JANコード：4573211151565

撮影協力：ボーコンセプト横浜港北（+Outlet）店　Tel. 045-530-0600
〒224-0003　横浜市都筑区中川中央1-30-1 プレミア ヨコハマ4F

XC-HM86
ヘッドホンでも高音質。

ヘッドホン専用の低ノイズの高性能アンプを搭載。ヘッドホン再生時には製品

内部の不要な回路を停止させるため、クオリティの高いサウンドを楽しめます。

解像度の高い音を奏でる
グラスファイバー振動板。

高音質スピーカー
ネットワークを搭載。

スピーカー端子や入出力端子には、
伝送ロスの少ない金メッキを採用

優美なピアノフィニッシュ
仕上げの筐体。

理 想 の 振 動 板 を 追 求し、ウ ー

ファーには高剛性グラスファイ

バーを採用。信号に忠実で解像度

の高い豊かな音を再現します。繊

細な高域から迫力のある低域ま

でハイレゾ音源ならではの臨場感

あふれる音を響かせます。

余計な色付けをせず、信号に忠

実な再 生を実 現 する高 音 質ス

ピーカーネットワークを搭載。優

れた位相特性と全帯域に渡りフ

ラットな特性を獲得しています。

エンクロージャーには高

級感あふれるピアノフィ

ニッシュ調仕上げを施し

ました。その美しい佇ま

いは、リビングの景観を

損なうことなく、レイアウ

トできます。

Bluetooth

Bluetooth BluetoothBluetooth



●

●/●

●

-

-

-

-

-

-

●

●

●

●

●

●

●（32曲）

76.0 MHz～90.0 MHz

-

●

●（10分、20分、30分、60分、
90分、120分、150分、180分）

10 W + 10 W （8 Ω）

●（FLAT/ACTIVE/DIALOGUE/NIGHT）

●（P.BASS）

●（BASS/TREBLE）

パッシブラジエーター式

66 mmコーン型 フルレンジ
77 mmコーン型 パッシブラジエーター

-

-

入力 ： ステレオミニプラグ（前面）

●

●（対応フォーマット WMA/MP3）

-

-

-

AC100 V～240 V、50 Hz/60 Hz

25 W/0.5 W以下

430 mm×218 mm×114 mm

-

2.8 kg

-

リモコン、単4形乾電池×2、
ACアダプター、FM簡易アンテナ、

iPhone/iPadスタンド、
着せ替えパネル×1、保証書、取扱説明書

●

●/●

-

●

-

-

-

-

-

-

-

-

●

-

●

●

●（24曲）

76.0 MHz～95.0 MHz（ワイドFM対応※3）

522 kHz～1620 kHz

●

●（10分、20分、30分、60分、
90分、120分、150分、180分）

15 W + 15 W （8 Ω）

●（FLAT/ACTIVE/DIALOGUE/NIGHT）

●（P.BASS）

●（BASS/TREBLE）

バスレフ式

50 mmコーン型 トゥイーター
94 mmコーン型 ウーファー

15 W

8 Ω

入力 ：ステレオミニプラグ（背面）

●

●（対応フォーマット MP3）

-

-

-

AC100 V, 50 Hz/60 Hz

20 W/0.5 W以下

200 mm×129 mm×237 mm

129 mm×200 mm×213 mm

2.3 kg

1.7 kg（1台）

リモコン、単4形乾電池×2、
電源コード、スピーカーコード×2、

AMループアンテナ、FM簡易アンテナ、
滑り止め×12、保証書、取扱説明書

●（SBC/AAC）

●/●

-

-

●

●※1

●

●（Tunein）

●

-

-

-

●

●

●

●

●（32曲）

76.0 MHz～95.0 MHz（ワイドFM対応※3）

522 kHz～1629 kHz

●

●（30分、60分、90分）

50 W + 50 W （4 Ω）

-

●（P.BASS）

●（BASS/TREBLE）

位相反転式ブックシェルフ型

25mmドーム型トゥイータ―、
120 mmコーン型ウーファー

50 W

4 Ω

入力：RCA（端子）×1、光デジタル端子（背面）

●

●（対応フォーマット WMA/MP3/WAV/AAC/
Apple Lossless/FLAC/AIFF/DSD）

サブウーファープリアウト端子（背面）

●

IEEE802.11 a/b/g/n準拠

AC100 V、50 Hz/60 Hz

40 W/0.3 W以下

290 mm×98 mm×333 mm

148 mm×263 mm×213 mm

3.5 kg

3.3 kg（1台）

リモコン、単4形乾電池×2、
スピーカーコード×2、AMループアンテナ、
FM簡易アンテナ、保証書、取扱説明書

●（SBC/AAC）

●/●

-

-

●

●※1

●

●（Tunein）

●

-

-

-

●

●

●

●

●（32曲）

76.0 MHz～95.0 MHz（ワイドFM対応※3）

522 kHz～1629 kHz

●

●（30分、60分、90分）

65 W + 65 W（4 Ω）

-

●（P.BASS）

●（BASS/TREBLE）

-

-

-

-

入力：RCA（端子）×1、光デジタル端子（背面）

●

●（対応フォーマット WMA/MP3/WAV/AAC/
Apple Lossless/FLAC/AIFF/DSD）

サブウーファープリアウト端子（背面）

●

IEEE802.11 a/b/g/n準拠

AC100 V、50 Hz/60 Hz

42 W/0.3 W以下

290 mm×98 mm×333 mm

-

3.5 kg

-

リモコン、単4形乾電池×2、
AMループアンテナ、FM簡易アンテナ、

保証書、取扱説明書

                    

ネット
ワーク

iPod/
iPhone/
iPad/
iPad mini

CD

チューナー

タイマー

アンプ

スピーカー

接続端子

その他 接続

電源

寸法・質量

付属品

CD-DA（音楽CD）

WMA

MP3

FM

AM

本体

スピーカー

本体

スピーカー

X-CM56（W/B/R/GR） X-HM76（S）X-SMC01BT-K/-W XC-HM86（S）

仕様一覧

                    ®対応 

                ® スタンバイ /　　　     ® オートコネクト

Pioneer Wireless Streaming 対応

NFC対応

AirPlay 対応

ONKYO Music Download

Pioneer Remote App 対応

インターネットラジオ

Radiko.jp

iPod/iPhone接続※2

iPad/iPad mini接続

CD-R/-RW

リピート再生

プログラム再生

チューナー
周波数範囲

目覚ましタイマー

スリープタイマー

実用最大出力 （JEITA）

イコライザー

低音域強調モード

音質調整

型式

スピーカー構成

最大入力

インピーダンス

音声入出力端子

ヘッドホン端子

USB端子

その他

LAN端子

無線LAN

定格電圧

消費電力/待機時消費電力

外形寸法
（幅×高さ×奥行）

質量

主な付属品

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

掲載ページ 3～4ページ 5～7ページ 5～8ページ1～2ページ

Bluetooth

※２

®

※1：ファームウェアアップデートにより対応。※2：対応iPod/iPhone/iPadの詳細については、弊社ホームページ（http://pioneer-audiovisual.com/support/ios/jp/）をご覧ください。
※3：ワイドFMとは、AMラジオ放送の放送対象地域において、放送区域内の災害対策や難聴対策のために整備されるFM方式による中継局のことです。三大都市圏(東京•名古屋•大阪)を含む約半数の民放AMラジオ局は、
　　 2016年春から放送を開始しました。それぞれの局の放送エリアなどの情報は、局のホームページで確認してください。

ドック接続

USB接続

USB接続

＊XC-HM82-SとS-HM82-LRの組み合わせ例です。

09 10

-W（ホワイト）

目的に合わせて選べるラインアップ。

X-CM35-W/-K/-R/-T
CDミニコンポーネントシステム

オープン価格※ 
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。　

JANコード W:4573211150094 K:4573211150100 
　　　　   R:4573211150117 T:4573211150124

X-HM51-S
CDミニコンポーネントシステム

オープン価格※ 
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。　

＊本製品にはiPod/iPhoneは付属しておりません。　
JANコード：4988028209840

XC-HM82-S
ネットワークCDレシーバー

オープン価格※

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

JANコード：4988028265631

S-HM82-LR
スピーカーシステム

オープン価格※　2台1組
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。　

JANコード：4988028265617

S-HM62-LR
スピーカーシステム

オープン価格※　2台1組 
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。　

JANコード：4988028295188

X-HM21-S
CDミニコンポーネントシステム

オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。　

＊本製品にはiPod/iPhoneは付属しておりません。　
JANコード：4988028225895

X-EM22
CDミニコンポーネントシステム

オープン価格※ 
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。　

JANコード：4988028278853

X-EM12
CDミニコンポーネントシステム

オープン価格※ 
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。　

JANコード：4988028278846

AM／FM AUDIO INUSBCD オートコネクト
Bluetooth®

スタンバイ
Bluetooth®

FM AUDIO INUSBCD

AM／FM AUDIO INUSBCD オートコネクト
Bluetooth®

スタンバイ
Bluetooth®

AM／FM AUDIO INUSBCD

AM／FM AUDIO INUSBCD FM AUDIO INUSBCD

★

★

★

★

★ ★ ★

★

★印の商品は、品薄機種のため在庫のない場合はご容赦ください。




