Compact Stereo System

SC-C70MK2

豊かに響く上質なサウンドを、美しいたたずまいの中に
多彩な音楽を心地よく愉しむ、音質と機能を磨き上げたプレミアム・コンパクトステレオシステム

Technicsの音響技術を継承した一体型の

高精度な信号処理と徹底したノイズ低減で

コンパクトステレオシステムSC-C70MK2

一 体 型システムでの 最 高 峰 の 音 を 実 現

内部のウッドボックスに、計5つのスピーカーユニットを搭載

Technicsの誇る「 JENO Engine 」によるフルデジタルアンプが

しています。2cmツィーターと8cmウーハーは新規に開発し、

高精度な信号処理や徹底したノイズ低減を実現。
内蔵スピーカー

サブウーハーとは独立したチャンバーに配置。筐体内部の音の

の振幅と位相の周波数特性に合わせて理想的なインパルス応答

干渉を防ぎ、
クリアな中高域の再生を可能にしました。
ツィーター

に補正する技術「 LAPC（Load Adaptive Phase Calibration）」、

前面には、
「 逆ドーム形状フィン 」構造の音響レンズを採用し、

アンプ部専用電源の搭載などにより、

広がりのある音場を実現しています。
コンパクトな一体型スピーカー

最適なスピーカー駆動を可能にしました。

の常識を打ち破るスケール感と解像度の高いサウンドを実現

また、
CDの音をハイレゾ音源に迫る音に

しています。

拡張する
「 CDハイレゾ リ.マスター 」
を
搭載。一体型システムでの最高峰の

12cmサブウーハー

音を実現しました。
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CD/ラジオなど幅広い音楽ソースに対応
ネットワーク

CD、FM/AMをはじめ、アナログ入力、テレビなどと接続できる
光デジタル入力、USBなどの多彩な音楽ソースに対応。また、よく
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NAS

ルーター

PC

聴くラジオ、音楽ストリーミングサービスを登録できる
「 お気に

Wi-Fi
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入り機能 」も搭載。快適な音楽リスニングを可能にします。

Chromecast built-in
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ワイヤレスで高音質に愉しめる
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（アンテナ付属）

Deezer

ワイヤレスでスマートフォン、タブレット、PCなどに保存したハイ
たハイ
レゾ音源を再生可能。Bluetooth ®/AirPlay 2に対応した他、
た他、
nTM 」
Spotify Connect®やインターネットラジオ、
「 Chromecast built-in

にも対応し、様々な音楽ストリーミングサービスもこの1台で
台で
使えば
愉しめます。また、専用アプリ「 Technics Audio Center 」を使えば
す。
スマートフォン/タブレットで快適に操作することができます。

Technics Audio Center
アプリは、右のQRコードよりダウンロードが可能です。

SC-C70MK2

SL-1500C

ケーブル1本をつなぐだけで、手軽に
アナログレコードの再生が高音質に愉しめる

詳しくはこちらを。

レコードプレーヤー
＋フォノイコライザー

テレビ
BDプレーヤーなど

Bluetooth®

アナログ入力

光デジタル入力

AirPlay 2

スマートフォン/タブレット

部屋の広さや置く場所に合わせ、最適な
-K（ブラック）

-S
（シルバー）

TM

音質に自動調整する
「 Space Tune Auto 」
室内環境や設置場所に合わせ最適な音空間に調整する
「 Space TuneTM 」
がさらに進化。
内蔵マイクを使って再生した
テストトーンを測定・解析する
「 Auto 」
モードにより、
最適な

Premium Class

SC-C70MK2
コンパクトステレオシステム

メーカー希望小売価格 100,000円
（税抜）

詳しくはこちらを。

電源

消費電力

50/60 Hz
AC 100 V、

45 W

音質に自動で調整する
「 Space TuneTM Auto 」
を搭載しました。

寸法

質量

幅450 mm 高さ143 mm 奥行280 mm

約8 kg

また、設置位置に合わせて選択可能な3つのプリセットを

アンプ部

定格出力
（JEITA）

フロントスピーカー（L/R）
：30 W + 30 W（ 1 kHz、T.H.D. 1.0 %、6 Ω、20 kHz LPF）

用意した他、スマートフォン/タブレット用アプリ
「 Technics

チューナー部 FM

サブウーハー：40 W（ 70 Hz、T.H.D. 1.0 %、4 Ω、20 kHz LPF）

Audio Center 」
を使用してより精密な周波数特性の測定・

AM

＊

補正を実施する こともできます。かんたんな操作で、使う
環境とリスニングポジションに合わせた最適なサウンドを
愉しむことができます。

＊iOS機器のみ

プリセットメモリー

15 局

周波数帯域

76.0 MHz 〜108.0 MHz
（100 kHz ステップ）

プリセットメモリー

15 局

周波数帯域

CD部

522 kHz 〜1629 kHz
（9 kHz ステップ）
再生可能ディスク（ 8 cm または 12 cm） CD、
CD-R、
CD-RW
フォーマット
CD-DA

（L/R）
スピーカー部 フロントスピーカー
サブウーハー
＊＊

AUX入力端子部

自由空間 Free

壁際に設置 Wall

コーナーに設置 Corner

光デジタル入力
（光角型端子）
WAV・AIFF

32、44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、384 kHz／16、24、32 bit

FLAC・ALAC

32、44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、384 kHz／16、24 bit

DSD

2.8、5.6、11.2 MHz

AAC

32、44.1、48、88.2、96 kHz／16〜320 kbps

MP3
イーサネットインターフェース
Wi-Fi
Bluetooth®（バージョン/対応コーデック）

テストトーン
DSPパラメーター
自動調整 Auto

スマートフォン/タブレット調整 Measured

コーン型
サブウーハー：12 cm 1/ch、
ステレオ １
（Φ3.5 mm）

デジタル入力端子部＊＊

USB再生対応コーデック
ネットワーク再生対応コーデック

ウーハー:8 cm 1/ch、
コーン型、
ツィーター：2 cm 1/ch、
ドーム型

32、44.1、48 kHz／16〜320 kbps
10 BASE-T）
LAN（100 BASE-TX、
IEEE802.11a＊＊＊/b/g/n/ac、2.4 GHz帯/5 GHz帯
AAC、SBC
Bluetooth® Ver. 4.2

カラー

-S
（シルバー）
、
-K
（ブラック）

付属品

電源コード 1、
FM簡易型アンテナ 1、
リモコン 1、
リモコン用乾電池
（単4形 2）
AMループアンテナ 1、

＊＊接続機器で動画を再生すると、
映像に対して音声がずれて聴こえる場合があります。
のみの対応機器とは接続できません。
＊＊＊従来の11a（J52）

〒140-0002

東京都品川区東品川 1-39-9

●このカタログの記載内容は2020年10月1日現在のものです。
●写真、
CG、
イラストの内容はイメージです。
●掲載の商品は改善のため予告なく仕様・設計・外観・デザイン・価格等の変更を行う場合があります。
●掲載の製品の写真と実際の色は撮影や印刷の条件等により異なる場合があります。

technics.jp
R-JJCTC70MK2

◎ パナソニックは日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にハイレゾロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。
◎ Works with Apple バッジの使用は、
アクセサリがバッジに記載された技術で動作するよう設計され、
アップルが定める性能基準を満たして
いるとデベロッパによって認定されたことを示します。◎ Apple、AirPlay は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
◎ 本機はAirPlay 2 対応製品です。iOS 11.4 以降が必要です。◎ “Wi-Fi CERTIFIED™ ”ロゴは、“Wi-Fi Alliance ®”の認証マークです。
◎ “Wi-Fi ®”は、“Wi-Fi Alliance ®”の登録商標です。◎ Bluetooth ® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が
所有権を有します。パナソニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、
それぞれの所有者の商標および登録商標です。◎ FM補完放送に関する放送局、開始時期、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域に
よって異なります。詳しくは、各地域の放送局ホームページなどをご確認ください。◎ Google、
Chromecast built-in は Google LLC の
商標です。 ◎ DSD はソニー株式会社の登録商標です。◎ その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標
または登録商標です。なお、本文中ではTM、® マークは一部記載していません。
ソフトウェアの利用に関し順守すべき事項について
本製品および本アプリをご利用いただくお客様に対し、
当社は以下の内容に関わる注意事項をサイトで公開・周知しています。
● 本製品に内蔵のソフトウェアの更新
● アプリなどを通じて当社が提供するサービス
● パーソナルデータの収集・利用・第三者への提供
● 当社以外の第三者が運営するサービス
● ソフトウェアライセンスの表示
● 当社以外の第三者と連携する本製品の機能およびサービス
詳しくはサイトをご覧ください。 https://jp.technics.com/support/

