
クルマの内と外をシームレスに
つなぐメディア連携による
音楽スタイルをサポート。

小型化・大容量化が進む記録メディアは

カーオーディオに新たな可能性を与え、

その楽しみ方を大きく変えようとしてい

ます。クラリオンでは、お気に入りのヒ

ットナンバーやアルバムを内蔵メモリー

に録音してCDチェンジャーさながらの

ロングプレイが楽しめるミュージック

キャッチャー®Ⅱの搭載、MP3/WMA

（Windows MediaTM  Audio）ファイルなど

の音声圧縮フォーマットへの対応など、

幅広いメディアと連携することでクルマ

の内と外をシームレスに結ぶ新しい音楽

スタイルをサポート。06ラインアップで

はさらに「USBメモリと接続できるUSB

スロット搭載モデル」や多彩なデジタル

機器との互換性が高いSDスロット搭載

モデルもリリース。また、レシーバーの

従来の常識に
新しいコンセプトを
吹き込んだインテリア感覚の
斬新なフェースデザイン。
クルマという移動空間を楽しく快適な場

所へと変えていくClarion H.M.I.の思想は、

従来のモデルとは一線を画す斬新なコン

セプトを採り入れたフェースデザインに

も反映されています。そのひとつが、

DFZ665MC/DMZ365/DMB165に採用さ

れた、透明感のあるアクリルパネル。独

自のアクリルカット技術「LEDリフレク

ト技法」で、728色のバリアブルカラー

LED（DFZ665MC/DMZ365）や青色LED

（DMB165）の光をパネルのすみずみまで

美しく行き届かせてコンソールを演出し

ます。また、モダンな感性の中にノスタ

ルジックな印象を与えるインダストリア

ルデザインを採用したDMZ665MPは多く

のレシーバーの中でも異彩を放つ存在。

コントロールパネルは大胆に分割され

各々に4連ノブをレイアウト。デザイン

性のインパクトだけでなく、操作に慣れ

るにしたがってブラインドタッチで集中

コントロールができるという配慮がなさ

れており、ユーザビリティの面でも大き

なアドバンテージを実現します。

メディアとサウンドの魅力を
最大限に引き出すクラリオン
独自の音響技術を集約。

車室内という特殊な空間でどこまで原音

に忠実にサウンドを再現することができ

るか。クラリオンは多彩なメディアに収

録されたサウンドを最高の環境で聴いて

いただくために、独創的な音響技術を駆

使してカーオーディオの可能性を追求し

続けています。低音域、高音域などの各

音域の張りや立ち上がりの調整といった

音響特性をきめ細かくチューニングでき

るZエンハンサープラス、音楽のジャン

ルや気分に合わせて、5種類のベーシッ

クパターンの音場・臨場感を自在にセレ

クトできるデジタルサウンドプロセッサ

ー、ベストなリスニングポジションを創

出するリスニングポジション・オプティ

マイザーは、セレクトするだけの手軽な

操作で本格的な音響空間を創造。また、

マグナベースEXは、ボリュームに応じ

てブースト値を自動的に補正してクリア

な重低音を再現。さらにパワーアンプ部

にハイパワーを持つMOS-FETを採用す

ることで、豊かな表現力を獲得し、原音

に限りなく近いサウンドを再生します。

LEDの光がアクリルパネルの内側を乱反射しなが
ら突き抜ける新照射技法を採用。フェースパネル
の両サイドにある2つのLED照射スポットから放た
れた光を、アクリルパネルの上下方向へ反射させ
ることで、各アクリルパーツを広範囲にわたり均
一に発光させることが可能になりました。さらに
新しい成形技術を採り入れたアクリルボタン形状
により、微細なグラデーション効果とゆったりと
した奥行き感を演出します。

●光彩を鮮やかに透過し発光させる
LEDリフレクト技法Ⅲ

フロントにAUX端子を装着することによ

り、iPod®などの携帯音楽プレーヤーをダ

イレクトに差し込むことが可能になり、

クルマの外で聴いていた携帯音楽プレー

ヤーの収録曲をそのままマイカーのシス

テムで手軽に楽しめるようになります。

LED
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この音を体感したあなたは、時代の目撃者となる。

ダッシュボードの限られたスペースの中に最先端の機能と

性能を集約する。車室空間に溶け込みながらも個性際立つ

デザイン性を追求する。そして、よりコンパクトに、

より大容量化が進む多彩なデジタルメディアと連携する。

とどまることを知らないユーザーのニーズや、

凄まじいスピードで進化するトレンドの常に一歩先を

提案するクラリオンの06カーオーディオラインアップ。

フラッグシップモデルDRZ9255SEを最高峰に、

4倍速録音・最大CD約13枚分の収録曲を誇る

ミュージックキャッチャー®Ⅱを搭載し、

SDメモリーカード、MP3/WMAなど

多彩なメディアとの力を高めたDFZ665MC、

透明感のあるアクリルに包まれたDMB165。Clarion

H.M.I.の思想が反映されたそのサウンドと

インターフェースは、ドライバーの確かな感性に応え、

カーライフシーンに新たな憧れと理想を描きます。

38
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DFZ665MC
【CDプレーヤー部】
周波数特性
SN比
ダイナミックレンジ
【FMチューナー部】
受信周波数
実用感度
SN比
周波数特性
【AMチューナー部】
受信周波数
実用感度
SN比

5Hz～20kHz（±1dB）
100dB
95dB

76.0MHz～90.0MHz
9dBf
70dB
30Hz～15kHz（±3dB）

522kHz～1,629kHz
28dBμV
50dB

17W×4（20Hz～20kHz、1％、4Ω）
50W×4
4Ω（4Ω～8Ω）
BASS（50Hz/80Hz/120Hz） +16dB,－12dB
TREBLE（8k/12kHz）±12dB
+10dB（50Hz）音量ステップ14
2.0V（CD1kHz）

【共通部】
電源電圧
接地方式
消費電流
ヒューズ定格
外形寸法
質量

DC14.4V
マイナス接地
3.0A（1W時）
15A/3A
178（W）×100（H）×184.5（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
2.2kg 

【オーディオ部】
定格出力
最大出力
適合インピーダンス

2バンドEQ

マグナベースEX
ラインアウト出力レベル
【デジタルZエンハンサー部】
3preset + 3GAIN

※CD-TEXT/SDタイトルのかな、漢字表示には対応しておりません。※MP3, WMA, CD-R/RW/コピーコントロールCD、SDカードに関する詳しい注意事項は、P69、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。

音響のバランスを保ちながら、高音域/低音域の各音域をそれぞれ強調する3つのイコ
ライジングパターンを選択できるDigital Z-Enhancer。さらに、３パターンのイコライ
ジングにそれぞれ6段階のゲイン調整を追加することで、各スピーカーシステムやソー
スに応じたサウンドメイキングが可能となります。
DZE1：コアキシャルスピーカーシステムを想定し、高音域を強調したセッティング
DZE2：セパレートスピーカーシステムを想定し、高音域を抑えたセッティング
DZE3：ロングドライブでも聞き疲れをしないようDZE1/2に比べてフラットなセッテ
ィング

音響バランスを自在にアジャストできるデジタルZエンハンサー

レシーバーのフロント側にAUX端子を装着す
ることにより、iPod®や携帯音楽プレーヤーな
どのモバイルギアとのシームレスな接続が可
能になりました。ケーブルをダイレクトに差
し込むだけの簡単な接続で外で聴いていた音楽
がマイカーのシステムで手軽に楽しめるようになり
ます。

フロントAUX端子搭載で
モバイルギアとの接続が簡単

大型の導光材を採用することで、光を放つLEDの力を最大限
に引き出しより魅力的なイルミネーションを実現。
各アクリルパーツをすみずみまで均一に発光さ
せることが可能になりました。また、新成形
技術を採り入れた新しいアクリルボタン形状
により、微細なグラデーションのニュアンス
とゆったりとした奥行き感を演出しています。

光彩を鮮やかに透過し発光させるLEDリフレクト技法Ⅲ

大きく操作しやすいロータリーボリュームを操作パネル
の中央にレイアウト。高い操作性だけでなく、ボリュー
ムノブを縁取るブルーイルミネーションが、鮮やかにイン
ターフェースを彩ります。

ブルーイルミネーションが
際立つ大型ロータリーボリューム

車室内のイメージを美しいカラーイルミネーションで変幻自在に演出できる、728色の
バリアブルカラーLEDを採用。インテリアの照明色を愛車のメーターカラーに合わせ
たり、好みのカラーでインテリアにアクセントを加えたりと自由にカスタマイズでき
ます。また、イルミカラーを手軽に選べる12パターンのプリセットカラーと、任意の
色を3パターンまで記録できるユーザーメモリーも装備しています。

お好みのカラーイルミネーションとカラースキャンモードで色の
変化が彩る728バリアブルカラー

マイカーの車種や広さなどそれぞれの音響空間に応じて、リスニングポジション
に合わせた音場調整を手軽に行うことができるリスニングポジション・オプティ
マイザーを搭載。車種設定モードは、Compact / Sedan / 1Boxの3パターン、シー
ト設定モードはFront L / Front R / Rearの3パターンからセレクトできます。

リスニングポジション・オプティマイザー(LPO)搭載

Other Features
●オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW」対応　●低歪みでクリアな増幅を実現する「MOS-FET」 ●スクリーンセイバー時任意の文字を表示できる「メッセージインフ
ォメーション」 ●迫力の重低音再生を実現する「マグナベースEX」 ●システムへの拡張性にも配慮した「2ch RCAラインアウト」（フロント） ●外部接続機器「AUXイン
プットレベル可変」 ●CeNET対応別販TVチューナー/CDチェンジャーコントロール ●iPod®コントロール対応 ●CDタイトルインプット ●エリア別放送局名自動表示
●「時計表示機能」 ●特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」 ●夜間にLCD照明を減光し、視認性を向上する「ディマー機能」 ●別販リモコン対応

※装着はイメージです。
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音質補正機能 DZE 重ね周波数電気特性 

※イメージ

40

PCとの連携がスムーズなSDカードスロットを搭載し、デジタル時代の
シームレスなミュージックライフを

サポートするハイクラスモデル。最大４倍速の高速録音・４種類の音質モードが可能になった
「ミュージックキャッチャー○ＲⅡ」が自在な音楽ライフを実現します。

フロントパネル両サイドには、無色透明のアクリルに洗練された光が浮かび上がるアクリルイルミネーションキー。
際立つ光と斬新なアーキテクチャデザインで構成された

2DINのインターフェースがマッチして、コンソールをよりスタイリッシュに彩ります。

都会の夜景をイメージさせる、洗練の光とフォルム。

パソコンや携帯オーディオプレーヤーなどとの連携力
を高めるため、多彩なデジタル機器との互換
性が高いSDカードスロットを搭載。もっ
ともポピュラーな音声圧縮フォーマット
であるMP3やWMA（Windows MediaTM

Audio）ファイルの再生がそのままでき
ますので、CD-R/RWへの書き込む手間が
なくなりスマートにお気に入りの曲が楽し
めます。

MP3/WMAが再生できるSDカードスロット搭載。
CDを聴きながら、お気に入りのヒットナンバーや
アルバムを内蔵メモリーに録音できる機能、
「ミュージックキャッチャー®Ⅱ」。録音した
いナンバーを再生し、ボタンを押すだけで
ワンタッチ録音ができる簡単操作を実現しま
した。お気に入りのナンバーを次々と録音し
て、マイベストコレクションを完成させたり、
複数のアルバムを録音し、CDチェンジャーさながら
のロングミュージックプレイを楽しむなど、車室内での音楽再生環境がよりいっそう
広がります。録音方法はニーズに合わせて4段階の音質モードを設定。LPモードでは
最大約650分（CD約13枚分※）、STDモードで最大約500分（CD約10枚分※）、HQモードで
最大約330分（CD約7枚分※）、SHQモードで最大約250分（CD約5枚分※）から選べます。

CD約13枚もメモリー4倍速録音/再生できるミュージックキャッチャー®Ⅱ

※SDメモリーカードは32M～1Gまでを推奨。
※本機はSDオーディオには対応しておりません。
※miniSDカード／MMC（マルチメディアカード）には対応しておりません。

※１アルバム50分として換算
※ 録音終了時に再生位置が戻ります。これは録音速度と再生速度が違うために起こる現象であり、故障ではありません。※録音中と録音後で、音質が変わる場合があります。これは録音中はミュージックキャッチャーへ録音した音源を再生しているためであり、メカの故障ではありません。・ミュージックキャッチャー再生時は、CDと音質が
変わる場合があります。音質が悪いと感じましたら、録音モードをSHQモードもしくはHQモードへ変更して再度録音してください。※CD-RWディスクへ録音いたしました音楽データに関しましては、最大で2倍速の録音速度となります。※ミュージックキャッチャーへの録音はCDのみとなります。AUXやSD、ラジオ音源は録音できません。
※家庭用音楽機器にて作成した音楽CDは、一部録音できない場合があります。

DFZ665MC
SDスロット搭載 2DIN CD/MP3/WMA/Music Catcher

®

Ⅱレシーバー

希望小売価格 44,100円（本体価格 42,000円）○保
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※CD-TEXT/MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。

イルミネーションとインターフェースを大胆にレイアウトしたコントロールパネル。スタ
イリッシュな存在感を漂わせるダイヤルノブを、フロントフェースに美しく配置した斬新
なスタイリング。さらに車室内のイメージを美しいカラーイルミネーションで変幻自在に
演出できる、728色のバリアブルカラーLEDが、光をすみずみまで透過させるアクリルカ
ット技術と相まって、コンソールを鮮やかに彩ります。イルミカラーは12パターンのプリ
セットカラー、任意の色を3パターンまで記録できるユーザーメモリー、自動的に次々と
色が変化するカラースキャンを装備して、愛車をインテリア感覚でコーディネートします。

728色のバリアブルカラーが彩る新感覚デザイン
理想的なイコライジングパターンをB-BOOST、IMPACT、EXCITEの3タイプから、音楽
のジャンルや好みに合わせてフレキシブルに選択できる、Zエンハンサープラスを搭載。
さらに各イコライジングパターンのゲイン、Qカーブ（鋭度）、周波数を自在に設定でき
る2バンドのパラメトリックイコライザーを装備し、低音域、中高音域などの各音域の張
りや立ち上がりの調整といった音響特性を、きめ細やかにチューニングすることができ
ます。車室内をより高品位なリスニング環境へと進化させる音質コントロール機能です。

音楽ジャンルに応じて選べるZエンハンサープラス（2バンドP.EQ）

車室内を高品質のリスニングルームのように、高品位でリアルなサウンドで満たすDSP
を搭載。音楽のジャンルや気分に合わせて、STADIUM/HALL/CLUB/CHURCH/L-
ROOMの計5種類のベーシックパターンの音場・臨場感を自在にセレクトできる、デジ
タルサウンドプロセッサー機能です。音楽信号に高精度のデジタル処理を加えることで、
すべての音楽や音が、その会場で響き渡るのと同じような音質に生まれ変わります。車
室内に居ながら、あたかもそのシーン、演奏会場に身を置くかのようなリアリティを体
感できます。

車室内を高品質なリスニングルームに変えるDSP（5モード）

ロードノイズなどの影響を受け聴こえに
くくなる、50～60Hz付近の超低音域をブ
ーストすることで、迫力ある重低音が効
いたダイナミックなサウンドを堪能でき
ます。ボリューム連動式のため、大音量
時には弱く、小音量時には強く、ブース
ト値を自動的に補正します。

迫力ある重低音を響かせるマグナベースEX

大型の導光材を採用
することで、光を放
つLEDの力を最大限
に引き出しより魅力
的なイルミネーショ
ンを実現。各アクリ
ルパーツをすみずみ
まで均一に発光させ
ることが可能になり
ました。また、新成
形技術を採り入れた新しいアクリルボタン形状により、微細なグラデーション
のニュアンスとゆったりとした奥行き感を演出しています。

視野角が広く鮮明な表示が可能な高輝度大型VFディスプレイを採用。ディスプレイ上
に表示される文字やグラフィックスをくっきりと鮮やかに表現するほか、スピーディな
動きの高度なモーションピクチャーなども確かなレスポンスで美しく映し出します。

視野角が広い、高輝度大型VFディスプレイ

Other Features
●MDLP＆NetMD対応　●オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW」対応　●スク
リーンセイバー時任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」●システム
への拡張性にも配慮した「2chRCAラインアウト」●外部接続機器「AUXインプットレベ
ル可変」●CeNET対応別販TVチューナー/CDチェンジャーコントロール対応　●iPod®コ
ントロール対応　●CDタイトルインプット　●エリア別放送局名自動表示　●「時計表示
機能」●特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」●夜間にVFD照明を減光し、視認
性を向上する「ディマー機能」

レシーバー前面にAUX端子を装着することにより、
iPod®や携帯音楽プレーヤーなどのモバイルギアとの
シームレスな接続が可能になりました。
ケーブルをダイレクトに差し込むだけの簡単な接続で外で聴いて
いた音楽がマイカーのシステムで手軽に楽しめるようになります。

フロントAUX端子搭載で
モバイルギアとの接続が簡単

光彩を鮮やかに透過し発光させる
LEDリフレクト技法Ⅲ

DMZ365/365BK
【MDプレーヤー部】
周波数特性
SN比
ダイナミックレンジ
【CDプレーヤー部】
周波数特性
SN比
ダイナミックレンジ
【FMチューナー部】
受信周波数
実用感度
SN比
周波数特性

20Hz～20kHz（±2dB）
90dB
85dB

5Hz～20kHz（±1dB）
100dB
95dB

76.0MHz～90.0MHz
9dBf
70dB
30Hz～15kHz（±3dB）

【AMチューナー部】
受信周波数
実用感度
SN比
【オーディオ部】
定格出力
最大出力
適合スピーカーインピーダンス

Zエンハンサープラス

DSP

トーンコントロール

522kHz～1,629kHz
28dBμ
50dB

17W×4（20Hz～20kHz、1％、4Ω）
50W×4
4Ω（4Ω～8Ω）
5モード（BASS BOOST、IMPACT、EXCITE、
USER CUSTOM、Z-EHCR+OFF）
5モード（STADIUM、HALL、CLUB、CHURCH、L-ROOM）
BASS（60/100/200Hz）±15dB
TREBLE（10/15kHz）±12dB

ラインアウト出力レベル
マグナベースEX
【共通部】
電源電圧
接地方式
消費電流
ヒューズ定格
外形寸法
質量

1.8V（CD1kHz）
+10dB（50Hz）（音量ステップ14)

DC14.4V
マイナス接地
3.0A（1W時）
15A/3A
178（W）×100（H）×184.5（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
2.2kg 
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都会にきらめく、まばゆいイルミネーションを彷彿とさせる、
美しいアーキテクチャーデザインを採用したフロントパネル。

クリスタルのような質感を備えたクリーンアクリルフェースのコンビネーション。
そして、728色のバリアブルカラーLEDが発光する光と色彩がつややかに透過し、

コンソールを鮮やかに照らし出します。
サウンドクオリティはもちろん、浮かび上がるようなフォルムが、

車室空間のミュージックシーンをファッショナブルに変貌させていきます。

コンソールに浮かぶ、クリスタルテイストの存在感。

きらめく、魅惑のブラックフェースタイプ。

DMZ365
2DIN CD/MDレシーバー

希望小売価格 39,900円（本体価格 38,000円）○保

DMZ365BK
2DIN CD/MDレシーバー

希望小売価格 39,900円（本体価格 38,000円）○保



※CD-TEXT/MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。
※本機のディスプレイ部（アクリル部品）の一部分に、細いスジが見える場合があります。これは製造過程でやむを得ず生じるもので、「傷」や「ひび割れ」などではありません。また、本機の性能および安全性を損なうものではありません。
※直射日光などの関係より、製品に光が反射する恐れがございます。運転の際は十分注意して頂きますようお願い致します。

728色のバリアブルカラーLED採用のアクリルフェース、誰にでも手軽に高機能をコントロールできる快適オペレーション。
イルミネーションとインターフェースがスタイリッシュに融合した新感覚のCD/MDレシーバーを実現。
さらにクラリオン独自の配線システムCeNETの搭載で、将来のシステムアップも楽しめます。

728色の光が変幻自在に踊る、美しさと操作性の融合。

車室内を高品質のリスニングルームのように、高品位でリアルなサウンドで満たすDSP
を搭載。音楽のジャンルや気分に合わせて、STADIUM/HALL/CLUB/CHURCH/L-
ROOMの計5種類のベーシックパターンの音場・臨場感を自在にセレクトできるデジタ
ルサウンドプロセッサーです。

車室内を高品質なリスニングルームに変えるDSP（5モード）

光や色彩をつややかに透過し、これまでにない美しさと、ビビッドな存在感が鮮烈
なアクリルフェースパネル。車室内のイメージを美しいカラーイルミネーションで
多彩に演出できる、728色のバリアブルカラーLEDが、クリスタルのような質感を備
えたアクリルカット技術と相まって、コンソールを鮮やかに彩ります。

728色バリアブルカラーLED搭載のアクリルフェース

ロードノイズなどの影響を受け聴こえにくくなる、50～60Hz付近の超低音域をブーストす
ることで、迫力ある重低音が効いたダイナミックなサウンドを堪能できます。ボリューム
連動式のため、大音量時には弱く、小音量時には強く、ブースト値を自動的に補正します。

重低音をダイナミックに響かせるマグナベースEX

理想的なイコライジングパターンをB-BOOST、IMPACT、EXCITEの3タイプから、音楽の
ジャンルや好みに合わせてフレキシブルに選択可能。さらに各イコライジングパターンの
ゲイン、Qカーブ（鋭度）、周波数を自在に設定できる2バンドのパラメトリックイコライザーを
装備し、低音域、高音域の音響特性をきめ細やかにチューニングすることができます。

音楽ジャンルに応じて選べるZエンハンサープラス（2バンドP.EQ）

Other Features
●MDLP＆NetMD対応　●オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW」対応　●スクリーンセイ
バー時任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」●外部接続機器「AUXインプッ
トレベル可変」 ●CeNET対応別販TVチューナー/CDチェンジャーコントロール対応 ●CDタ
イトルインプット ●エリア別放送局名自動表示　●「時計表示機能」●特定の放送局を瞬時に呼
び出せる「ISR機能」●夜間に照明を減光し、視認性を向上する「ディマー機能」●別販リモコン
対応

ダイヤカットローレット加工
ロータリーダイヤル

DMZ266
【MDプレーヤー部】
周波数特性
SN比
ダイナミックレンジ
【CDプレーヤー部】
周波数特性
SN比
ダイナミックレンジ
【FMチューナー部】
受信周波数
実用感度
SN比
周波数特性

20Hz～20kHz（±2dB）
90dB
85dB

5Hz～20kHz（±1dB）
100dB
95dB

76.0MHz～90.0MHz
9dBf
70dB
30Hz～15kHz（±3dB）

【AMチューナー部】
受信周波数
実用感度
SN比
【オーディオ部】
定格出力
最大出力
適合スピーカーインピーダンス

Zエンハンサープラス

DSP
マグナベースEX
ラインアウト出力レベル

522kHz～1,629kHz
28dBμV
50dB

17W×4（20Hz～20kHz、1％、4Ω）
50W×4
4Ω（4Ω～8Ω）
5モード（BASS BOOST、IMPACT、EXCITE、
USER CUSTOM、Z-EHCR+ OFF）
5モード（STADIUM、HALL、CLUB、CHURCH、L-ROOM）
+10dB（50Hz）音量（ステップ14）
1.8V（CD1kHz）

【共通部】
電源電圧
接地方式
消費電流
ヒューズ定格
外形寸法
質量

DC14.4V
マイナス接地
3.0A（1W時）
15A/3A
178（W）×100（H）×184.5（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
2.2kg

DMZ266
2DIN CD/MDレシーバー

希望小売価格 39,900円（本体価格 38,000円）○保
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【MDプレーヤー部】
周波数特性
SN比
ダイナミックレンジ
【CDプレーヤー部】
周波数特性
SN比
ダイナミックレンジ
【FMチューナー部】
受信周波数
実用感度
SN比
周波数特性

20Hz～20kHz
90dB
85dB

5Hz～20kHz（±1dB）
100dB
95dB

76.0MHz～90.0MHz
9dBf
70dB
30Hz～15kHz（±3dB）

【AMチューナー部】
受信周波数
実用感度
SN比
【オーディオ部】
定格出力
最大出力
適合インピーダンス

2バンドEQ

Zエンハンサープラス

DSP

522kHz～1,629kHz
28dBμV
50dB

17W×4（20Hz～20kHz、1％、4Ω）
53W×4
4Ω（4Ω～8Ω）
BASS（60/100/200Hz）+16dB、-12dB
TREBLE（10k/15kHz）±12dB
5モード（BASS BOOST、IMPACT、EXCITE、
USER CUSTOM、Z-EHCR+ OFF）
5モード（STADIUM、HALL、CLUB、CHURCH、L-ROOM）

DMZ665MP

Other Features
●MDLP＆NetMD対応 ●オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW」対応 ●低歪み
でクリアな増幅を実現する「MOS-FET」 ●音楽ジャンルに応じて選べるZエンハン
サープラス ●スクリーンセイバー時任意の文字を表示できる「メッセージインフォメー
ション」 ●システムへの拡張性にも配慮した「2ch RCAラインアウト」 ●外部接続機
器「AUXインプットレベル可変」 ●CeNET対応別販TVチューナー/CDチェンジ
ャーコントロール対応　●iPod®コントロール ●CDタイトルインプット ●エリア別
放送局名自動表示　●「時計表示機能」●特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機
能」●夜間に照明を減光し、視認性を向上する「ディマー機能」●別販リモコン対応

※CD-TEXT/MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。

ダイヤカットローレット加工
ロータリーダイヤル

モダンとノスタルジーが調和したインダストリアルデザイン。
音の表情やニュアンスを自分好みに設定できるZエンハサープラス、ひとつ上ゆく高品位サウンドを実現するMOS-FET 53W×4 ハイパワーアンプ内蔵。

マイカーのデザインに合わせてカスタマイズできる728色のバリアブルカラーがその独創性あふれるサウンドとデザインを際立たせます。

独創性溢れるサウンドと重厚なデザインが融合。

インダストリアルデザインとしての存在感を漂わせる、大胆に等分割されたコントロー
ルパネル、シンボリックな4連ノブ。滑らかな曲面を描くフロントフェースに美しくレ
イアウトされた斬新なスタイリング。しかも4連ノブはデザイン性を高めるだけでなく、
主要機能がまとめられており、操作に慣れるにしたがいブラインド操作で集中コントロ
ールが可能。さらに、728色のバリアブルカラーが分割されたスリットをはじめ各種キ
ー周りを彩り、車室内を鮮やかに演出します。

従来のデザインとは一線を画す、モダンなテイストと操作性を融合

車室内を高品質のリスニングルームに変える、高品位でリアルなサウンドで満たすDSP
を搭載。音楽のジャンルや気分に合わせて、STADIUM/HALL/CLUB/CHURCH/L-
ROOMの計5種類のベーシックパターンの音場・臨場感を自在にセレクトできる、デジ
タルサウンドプロセッサー機能です。音楽信号に高精度のデジタル処理を加えることで、
すべての音楽や音が、その会場で響き渡るのと同じような音質に生まれ変わります。車
室内に居ながら、あたかもそのシーン、演奏会場に身を置くかのようなリアリティを体
感できます。

車室内を高品質なリスニングルームに変えるDSP（5モード）

音楽の微妙な表情を視覚的に表示する、スペクトラムアナライザー。再生中の音楽
ソースの周波数レベルを、23バンドのきめ細やかさでグラフィカル表示できます。
さらに表示パターンは合計9種類のグラフィックの中から選択することができ、楽
曲のイメージや気分に合わせてパターンを気軽にチェンジすることができます。

音楽の表情を視覚的に表示する23バンドスペクトラムアナライザー

MP3/WMAファイル再生
ＣＤなどの音楽データを約１/１０の容量まで圧縮できる、ＭＰ３。さらに、ＭＰ３の約２
倍におよぶ圧縮比ながらＣＤに匹敵する高音質を誇るＷＭＡ（Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｍｅｄｉａ™
Ａudio）ファイル再生にも対応。パソコンで作成したプレイリスト再生も可能です。ま
た、ＷＭＡタグ表示も実現。フォルダーネーム/ファイルネーム・アルバムタグ/アーティ
ストタグ/タイトルタグといった情報を、より見やすく表示する、高輝度、高視野角に優
れるVFディスプレイを採用し、聴きたい曲の検索や確認がスムースに行えます。

ロードノイズなどの影響を受け聴こえにくく
なる、50～60Hz付近の超低音域をブースト
することで、迫力ある重低音が効いたダイナ
ミックなサウンドを堪能できます。ボリューム
連動式のため、大音量時には弱く、小音量時
には強く、ブースト値を自動的に補正します。

迫力ある重低音を響かせるマグナベースEX
DMZ665MP
2DIN CD/MD/MP3/WMAレシーバー

希望小売価格 44,100円（本体価格 42,000円）○保

マグナベースEX
ラインアウト出力レベル
【共通部】
電源電圧
接地方式
消費電流
ヒューズ定格
外形寸法
質量

+10dB（50Hz）音量ステップ14
1.8V（CD1kHz） フロント2ch出力

DC14.4V
マイナス接地
3.0A（1W時）
15A/3A
178（W）×100（H）×184.5（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
2.2kg 
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さまざまなデジタル機器のスタンダード的な存在となったMP3ファイルをはじめ、
パソコンなどで編集したCD-R/RWの再生、さらにCD＆カセットのベーシックな音楽メディアにも対応。
光と音の競演を1台で満喫できる、スペクトラムアナライザー搭載のCD/カセットレシーバーです。

新旧メディアに対応する、確かなパフォーマンス。

音楽の微妙な表情を視覚的に表示する、スペクトラムアナライザー。再生中の音楽ソ
ースの周波数レベルを、11バンドのきめ細やかさでグラフィカル表示できます。さら
に表示パターンは合計9種類のグラフィックの中から選択することができ、楽曲のイメ
ージや気分に合わせてパターンを気軽にチェンジすることができます。

音楽の表情を視覚的に表示する11バンドスペクトラムアナライザー

まるで演奏会場に居合わせたようなリアルな音場感を創出できるグラフィックイコライ
ザーを搭載。IMPACT/B-BOOST/ACOUSTIC/FLATの4つのモードを切り替えることで、
音楽のジャンルやその日の気分にフィットした臨場感を得ることができます。

サウンドテイストが選べるグラフィックイコライザー（4モード）

世界的に普及するデジタル時代の音楽データ圧縮フォーマット、MP3ファイルの再生
に対応。1枚のCD-R/RWに100タイトル以上の楽曲を収録でき、長時間にわたって高音
質なプレイを楽しめます。また、ID3タグやRomeo、Jolietにそれぞれ対応しており、曲
目やタイトル名をディスプレイに表示することもできます。

音声圧縮フォーマットMP3ファイル（CD-R/RW）再生対応

ロードノイズなどの影響を受け聴こえにくく
なる、50～60Hz付近の超低音域をブーストす
ることで、迫力ある重低音が効いたダイナミ
ックなサウンドを堪能できます。ボリューム
連動式のため、大音量時には弱く、小音量時
には強く、ブースト値を自動的に補正します。

重低音をダイナミックに響かせるマグナベースEX

フロントフェース部がワンタッチでスムース
にオープンし、カセット挿入部が現れる、画
期的なフリップダウンフェースプレートを採
用。クローズ時に、すっきりとした美しい表
情を保つとともに、本体内部へのホコリの侵
入を防ぐことができます。

インテリア性が高まるフリップダウンコンソール

Other Features
●ポータブルオーディオの接続に便利な「2ch AUX端子」＆「AUXインプットレベル可
変」 ●50W×4chハイパワーアンプ内蔵　●CDタイトルインプット

ダイヤカットローレット加工
ロータリーダイヤル

HORIZON SHADOW SAND SNOW

SAND WAVE SAND BEAT

※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※8cmCDの再生はできません。※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3に関する詳しい注意事項はP69、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。

ADB365
【CDプレーヤー部】
周波数特性
SN比
ダイナミックレンジ
【カセットプレーヤー部】
周波数特性
ワウ・フラッター
早送り・巻戻し時間
【FMチューナー部】
受信周波数
実用感度
SN比

10Hz～20kHz±1dB
100dB
95dB

30Hz～18kHz
0.06％（WRMS）
約110秒（C-60）

76.0MHz～90.0MHz
9dBf
70dB

周波数特性
【AMチューナー部】
受信周波数
実用感度
SN比
【オーディオ部】
定格出力
最大出力
適合インピーダンス

トーンコントロール

30Hz～15kHz±3dB

522kHz～1,629kHz
28dBμ
50dB

17W×4（20Hz～20kHz、1％、4Ω）
50W×4
4Ω（4Ω～8Ω）
BASS（100Hz）±10dB
MID（1kHz）±10d
BTREBLE（10kHz）±10dB

EQ
マグナベースEX
【共通部】
電源電圧
接地方式
消費電流
ヒューズ定格
外形寸法
質量

4モード（IMPACT・B-BOOST・ACOUSTIC・FLAT）
＋8dB（100Hz）（音量ボリューム－32dB）＋6dB（10kHz）

DC14.4V
マイナス接地
3.0A（1W時）
15A
178（W）×100（H）×183（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
2.1kg

ADB365MP
2DIN CD/MP3/カセットレシーバー

希望小売価格 36,750円（本体価格 35,000円）○保

※CD-TEXT/MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。
※本機のディスプレイ部（アクリル部品）の一部分に、細いスジが見える場合があります。これは製造過程でやむを得ず生じるもので、「傷」や「ひび割れ」などではありません。また、本機の性能および安全性を損なうものではありません。
※直射日光などの関係より、製品に光が反射する恐れがございます。運転の際は十分注意して頂きますようお願い致します。

きらめく光がインテリア感覚でコンソールを鮮やかに彩る、青色LED採用のアクリルフェイス。
そして、誰にでも手軽に高機能をコントロールする快適オペレーションを考慮したインターフェース。

CD&MDメディアをより快適に、より美しく愉しむための、CD/MDレシーバーです。

高い操作性を備えた、透明感あるアクリルフェース。

車室内を高品質のリスニングルームのように、高品位でリアルなサウンドで満たすDSP
を搭載。音楽のジャンルや気分に合わせて、STADIUM/HALL/CLUB/CHURCH/L-
ROOMの計5種類のベーシックパターンの音場・臨場感を自在にセレクトできるデジタ
ルサウンドプロセッサーです。

車室内を高品質なリスニングルームに変えるDSP（5モード）

ブルーLEDが発する光や色彩をつややかに透過し、これまでにない美しさと、ビビッ
ドな存在感が鮮烈なアクリルフェースパネル。クリスタルのような質感を備えたクリ
ーンアクリルを採用し、光を自在にパネルの隅々まで到達させるアクリルカット技術
を駆使することで、洗練されたオーディオイメージを実現しました。

クリスタルな光が浮かび上がるアクリルフェースパネル

ロードノイズなどの影響を受け聴こえにくくなる、50～60Hz付近の超低音域をブーストす
ることで、迫力ある重低音が効いたダイナミックなサウンドを堪能できます。ボリューム
連動式のため、大音量時には弱く、小音量時には強く、ブースト値を自動的に補正します。

重低音をダイナミックに響かせるマグナベースEX

理想的なイコライジングパターンをB-BOOST、IMPACT、EXCITEの3タイプから、音楽
のジャンルや好みに合わせてフレキシブルに選択可能。さらに各イコライジングパター
ンのゲイン、Qカーブ（鋭度）、周波数を自在に設定できる2バンドのパラメトリックイコ
ライザーを装備し、低音域、中高音域などの音響特性をきめ細やかにチューニングする
ことができます。

音楽ジャンルに応じて選べるZエンハンサープラス（2バンドP.EQ）

Other Features
●MDLP＆NetMD対応　●オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW」対応　●ス
クリーンセイバー時任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」 ●迫
力の重低音再生を実現する「マグナベースEX」

ダイヤカットローレット加工
ロータリーダイヤル

BASS GAIN：-6～+6 F：60/100/200Hz Q：1/1.25/1.5/2
TREBLE GAIN：-6～+6 F：10/15kz Q：1

DMB165
【MDプレーヤー部】
周波数特性
SN比
ダイナミックレンジ
【CDプレーヤー部】
周波数特性
SN比
ダイナミックレンジ
【FMチューナー部】
受信周波数
実用感度
SN比
周波数特性

20Hz～20kHz（±2dB）
90dB
85dB

5Hz～20kHz（±1dB）
100dB
95dB

76.0MHz～90.0MHz
9dBf
70dB
30Hz～15kHz（±3dB）

【AMチューナー部】
受信周波数
実用感度
SN比
【オーディオ部】
定格出力
最大出力
適合スピーカーインピーダンス
ラインアウト出力レベル

Zエンハンサープラス

DSP
マグナベースEX

522kHz～1,629kHz
28dBμ
50dB

17W×4（20Hz～20kHz、1％、4Ω）
50W×4
4Ω（4Ω～8Ω）
1.8V（CD1kHz） フロント2ch出力
5モード（BASS BOOST、IMPACT、EXCITE、
USER CUSTOM、Z-EHCR+ OFF）
5モード（STADIUM、HALL、CLUB、CHURCH、L-ROOM）
+10dB（50Hz）音量（ステップ14）

【共通部】
電源電圧
接地方式
消費電流
ヒューズ定格
外形寸法
質量

DC14.4V
マイナス接地
3.0A（1W時）
15A/3A
178（W）×100（H）×184.5（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
2.2kg

DMB165
2DIN CD/MDレシーバー

希望小売価格 36,750円（本体価格 35,000円）○保


