
評論家によるサウンドレビューやイベント情報など、最新情報を公開中!

究 極 の 原 音 再 生   感 動 の 音 質 体 験
最新モデル解説動画や、オリジナル動画が満載。

YouTube 
Clarionブランドチャンネル

Clarion  
ホームページ

Full Digital Soundスペシャルコンテンツ

http://www.clarion.com/

http://www.clarion.com/jp/ja/special-contents/fds/

http://www.youtube.com/clarionJP

注意
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正しくお使いください。
本カタログに掲載されている製品は安全のため運転の妨げとなる場所に設置しないでください。  
装着できない車両もあります。予め販売店、クラリオンお客様相談室へご相談ください。
本カタログに掲載されている製品の取付・配線には専門技術と経験が必要です。誤った配線をした場合、車に重大な支
障をきたす場合があります。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
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安全のため走行中のドライバーは操作しないでください。 前方不注意による事故の原因になるので、必ず安全な場所に
車を停車させてから操作してください。
本カタログに掲載されている製品はDC12V◯−アース車専用です。
火災の原因になるので、大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などのDC24V車では使用しないでください。 
スピーカーの配線を間違えるとスピーカーが駆動しません。
また、バッテリーを接続したまま取付作業をすると故障の原因になります。

● 本カタログの製品を使用したことによって生じた事業利益の損失、および記録された内容の変化や消失などの損害につきましては、当社は一切その責任を  
 負いかねます。

● 定格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
● 音楽などの著作物を著作権利者の許可を得ないでディスクなどに録音、複製、配布、配信することは、著作権法で禁止されております。ただし、個人とし 
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 ください。
● 写真は、印刷インキの特性上実際の色調と異なって見える場合があります。
● 本カタログに掲載されているモニターの画面は、全てハメコミ合成です。
● 掲載の画像やイラストなどは、効果を分かりやすく説明するためのイメージです。
● ○保マークの付いた製品には保証書を添付しています。（製品によっては、「取扱説明書」などと兼用の場合もあります。）お求めの販売店で購入年月日など、 
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● 本カタログの内容、および本カタログに記載されていない仕様に関するお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
● 商品取付、および点検修理時の脱着費はお客様の負担となります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
● 本カタログの価格には、取付費用は含まれません。
● 掲載製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 6年間です。
● スマートフォンの互換性および操作方法は、機種により異なります。
● “Made for iPhone” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifi cally to iPhone or iPad,  

 respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this   
 device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPad may affect wireless  
 performance. iPhone, iPad and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air and iPad mini are  
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クラリオン

Clarion 
公式Facebookページ https://www.facebook.com/Clarion.HQ

クラリオン株式会社

このカタログの掲載内容は、2016年 3月現在のものです。
第1版発行 16AJPF002 16038X ①M

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室 
フリーダイヤル 

（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）  

9:30〜12:00　
13:00〜17:00

営業時間  カスタマーサポートセンター

0120-112-140

〒330-0081　埼玉県さいたま市中央区新都心 7番地 2

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に 
基づいた見やすいデザインの文字を 
採用しています。

●UD FONT マークは、株式会社モリサワの登録商標です。

デジタル信号処理は、Trigence Semiconductorの 
Dnote技術を採用しています。 

「Dnote」はTrigence Semiconductorの商標 
及び登録商標です。

このマークは、弊社の制定した
ガイドラインをクリアした商品に
表示する「クラリオン環境マーク」
です。
※弊社ガイドライン内容につきまし
てはクラリオンホームページにてご
紹介しております。
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か つ て な い 感 動 を 生 み 出 す 
フ ル デ ジ タ ル サ ウ ン ド の 最 高 峰 へ

多彩なスタイルで音楽を楽しむデジタル時代へ、かつてない感動をもたらす

想像を超えたフルデジタルサウンドシステムが誕生しました。

革新の「Digital to Digital」テクノロジーが創り出すのは、音楽本来の姿を 

ありのままに描き切る究極の原音再生。アーティストの吐息や楽器ひとつひとつの 

響きまでも繊細に、透明感あふれるハイレスポンスサウンドでリアルに再現します。

Clarionが切り拓く、フルデジタルサウンドの未知なる領域と

新しい感動を是非、体験してください。

日本で初めてのカセット方式のカーステレオとして 
発売した画期的な製品

カーオーディオシリーズの 
新しいラインアップとして日本で発売

世界中から多くの反響を頂いた 
ハイエンド・オーディオの一時代を築き上げた名機

名機DRX9255を継承し、より原音再生を追求した 
完成度の高いハイエンド・オーディオ

音楽メディアが多様化する中、最良のサウンド 
体験ができる独自の音響テクノロジー

世界に先駆けて開発した 
フルデジタルスピーカーシステムを発売

PE-801 (1968年) City Connection (1981年) DRX9255 (1996年) DRZ9255 (2004年) Intelligent Tune (2011年) 01DRIVE (2012年)

カセットテープ CD ロスレス
オーディオ

ハイレゾ
オーディオ

Ultimate sound quality

1970年 1980年 1990年 2000年 2010年

圧縮 
オーディオ

Quality improvement

Z3 Z7 Z25W
フルデジタルサウンドプロセッサー 
(サウンドプロセッサー /  
ツィーター / コマンダー)

フルデジタルスピーカー フルデジタルサブウーファー

すべてのスピーカーユニットを 
新開発「車載専用LSI」で駆動する
フルデジタルサウンドシステム誕生
※ 2015年9月現在 （Clarion調べ）。

車載専用
LSIを装備

世界初
※

「Clarion」が切り拓く、  車載オーディオの新時代へ
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Clar ionのフルデジタルテクノロジーが、 
カーオーディオの世界に革命を起こす

Revolution of 
technology

※3 2015年9月現在 （Clarion調べ）。 
※4 当社比。

スピーカー内蔵の 
車載専用LSI

世界初※3、フルデジタルスピーカーの駆動に 
最適な車載専用LSIを独自開発

Clarionは世界に先駆けて、フルデジタルスピーカーに最
適な車載専用LSIを新開発しました。厳しい温度条件に耐
えうる高い品質を確保した上、従来のLSIに比べ※４高出力
化しました。さらに、高速駆動（24.5MHz）を1チップで
実現し、ハイレゾ音源にも対応可能となりました。

デジタル音源からスピーカーまで、 
Digital to Digitalがオーディオを変える
デジタル音源からスピーカーまでのフルデジタル伝送により、ハイレゾ音源も劣化させることなくダイレクトにスピーカーへの入力を可
能とし、高音質で原音に忠実なフルデジタルサウンドを実現します。さらにデジタル信号を効率良く音に変換することで、従来のフルデ
ジタルシステム比※1 4倍の高出力と、アナログシステム比※2 1/5の低消費電力の両立を図りました。
※1  当社比。
※2  一般的な純正装着のオーディオシステムの駆動回路部。

全ての想いを集結し、新しい時代の音を創り出す

音質劣化が 
生じる

● 従来のシステム

デジタル信号 アナログ信号

D/A
Converter

Power 
amplifier

デジタル
音源

● フルデジタルサウンドシステム

音質劣化が 
少ない

独自開発の車載専用LSI

デジタル
音源

デジタル信号

System 
connectivity

多彩な外部オーディオ機器と 
接続できる汎用性の高さ

純正のセンターユニットはもとより、他社のセンターユニットや外部オーディオ
機器との接続にも対応。ユーザーの好みに合わせたシステム構成を容易に実現
します。また、スマートフォンやタブレットをUSBケーブル等で接続することで
音楽再生も可能です。

デジタル＋アナログミックスシステム

原音に秘められた感動を、鮮やかに描き切る

お手持ちのスマートフォンやタブレットで
直感的なチューニングが可能に

ハイレゾ音源再生対応

スマートフォンやタブレットにインストールした対応アプリケーション
を使うことで、クロスオーバー、タイムアライメント、イコライザーなど
の高精度なチューニングを直観的な操作で実現。簡単な操作で細かな
チューニングもスムーズに行うことができます。

USBホストケーブル（OTGケーブル）を使ってスマートフォンやタブレットを
接続すれば、ハイレゾ音源をはじめとする音楽ファイルを高音質（Digital to 
Digital）で再生可能。音楽本来の微細なニュアンスや臨場感までも表現する
ハイレゾ音源の魅力を、フルデジタルサウンドで鮮やかに描き出します。

Sound technology

指揮者のごとく、軽やかに、理想の音を描き出す

直感的操作を可能にした
チューニングアプリ

スマートフォンに保存された 
ハイレゾファイルを高音質で 
楽しむことができます。

接続端子： USB、デジタル（オプティカル）入力、デジタル（コアキシャル）入力、RCA入力、スピーカーレベル入力
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1ch
2ch
3ch
4ch
5ch
6ch

1ch
2ch
3ch
4ch
5ch
6ch

すべてのユーザーに贈る、これからの音のこだわり、 
C lar ionだからできるフルデジタルサウンド

圧倒的な高解像度

●  D-classパワーアンプと 
フルデジタルサウンドの解像度を比較

車載専用LSIを開発し、96kHzサンプリングの
デジタル信号の直接入力と、256倍オーバー
サンプリングを組み合わせることで世界初※１

の24.5MHzの高出力・高速駆動を実現。これ
により圧倒的な高解像度を可能としました。

D-classパワーアンプと比較すると、より高解像度であり、
原音に忠実な波形を再生しています。

駆動方式 動作周波数

D-classパワーアンプ 0.2 〜 0.8MHz

フルデジタルサウンド 24.5MHz

先進のデジタル信号処理技術（Dnote※ 3）を
用いて複数のデジタル信号を直接ボイスコイ
ルへ伝達し、正確なコーンストロークを可能に
する「6層マルチボイスコイル」を採用。6つの
駆動力をきめ細かく制御することで、低電
圧・省電力でもハイパワー＆高音質再生を実現
します。

従来のスピーカーの概念を超えた、新開発「6層マルチボイスコイル」フルデジタルサウンドシステムによる  ＜ 音の品質 >

※3  デジタル信号処理は、Trigence Semiconductorの 
 Dnote技術を採用しています。

必要なボイスコイルのみ駆動

独自開発の車載専用LSIにより、96kHz×
256倍にオーバーサンプリングされた信号は、6
チャンネル分のデジタル信号に変換されます。
この6つのボイスコイルは常にすべてが駆動し

ている訳ではなく、音の大きさに応じて必要な
ボイスコイルのみを駆動させるため、省電力を
実現しています。

音源のデジタル信号を車載専用LSIで複数
の信号に分割し、それらの分割された信号と
同数のボイスコイルを独立駆動させています。
その波形を組み合わせることで細やかな音質
表現が可能となります。

スピーカー内蔵の車載専用LSI

マルチ駆動型D-classドライバー

信号 
処理部

すべてのスピーカーユニットを車載専用LSIで駆動

※2 ツィーター駆動用の車載専用ＬＳＩはサウンドプロセッサーに内蔵。

各フルデジタルスピーカーユニットは、内蔵※2

の車載専用LSIで独立して駆動され、優れた
チャンネルセパレーションを実現しました。 ツィーター（Z3同梱品）

L

L

R

R

Z7（スピーカー）

Z3（サウンドプロセッサー)

Z25W（サブウーファー）

コマンダー
（Z3同梱品） 車載専用LSI 

（ツィーター駆動用）

フルデジタルサウンドシステムは、独立したボイ
スコイルに瞬時に必要な電圧を掛けることで、
圧倒的なハイレスポンス再生を可能にします。

● 従来のアナログスピーカー

● フルデジタルスピーカー

立ち上がりが速く、音の輪郭が明確でクリアな
サウンドを再現します。

キレのある音を響かせる、高解像度＆ハイレスポンス駆動

マルチ駆動システム

立ち上がりが速い

※１  車載専用マルチ駆動型D-classドライバーとして。
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フルデジタルサウンドを次世代へ導く、
Clar ion独自の高純度伝送・省電力テクノロジー　　　　

ハイレゾ対応のスマートフォンやタブレットを
USBホストケーブル（OTGケーブル）を使って
接続すれば、ハイレゾ音源を収録した音楽ファ
イルもダイレクトにフルデジタル再生できます。
CDなどのデジタル音源は96kHz/24bitに
アップコンバートし、アナログ音源については
96kHz/24bitの高精度なデジタルオーディオ
データに変換。音響信号処理からスピーカー
へのデジタル伝送に至るまで全ての経路にお
いて96kHz/24bitのハイレゾ相当で動作させ
ます。

その他の音源

ハイレゾ音源
High

Resolution

High
Resolution

車載専用LSI

車載専用LSI

Z3（サウンドプロセッサー）

ハイレゾ音源からアナログ信号まで高音質再生に対応「96kHzサンプリング周波数」

その他の音源も96kHz/24bitのデジタルオーディオデータ
に変換し、CD(44.1kHz)の約3倍の情報量で再生します。

浮動小数点32bit処理により、高精度なイコラ
イザーを実現できるFIRフィルターの実装を可
能としました。

一般的なパワーアンプは安定動作を目的に、
電源変動の影響を抑えて音の歪みを改善し、
ダンピングファクターの向上をもたらすNFB（ネ
ガティブフィードバック）回路を採用しています
が、スピーカーで発生した逆起電力を入力側に

伝えて音の波形を乱すことがあり、音楽の繊細
なニュアンスを損なう弊害があります。
フルデジタルサウンドシステムは、それらの影響
を排除する高速応答安定化電源により高
音質を確保しています。

逆起電力の影響を排除して 
「Non-NFB」の高音質化を実現

高精度DSP 
「SHARC®」を採用

フルデジタルサウンドシステムでは、高速応答
安定化電源の採用と1点アース化によるグラ
ンドループの排除により、従来のカーオーディ
オが抱える大きな課題であったオルタネーター
ノイズの大幅な削減に成功。
別格のリスニング環境を創造します。

デジタル信号で伝送することによる、オルタネーターノイズの低減

● 従来のシステム

● フルデジタルサウンドシステム

従来のシステム
フルデジタルサウンドシステム

今までノイズで掻き消されていた
微細なサウンドまで聴こえます

電源変動に強い構造

フルデジタルサウンドシステムは、各スピーカー
に直結した高速応答安定化電源があるシス
テム構成のため、急な音圧変化にも素早く追
従します。これにより外付けキャパシタを使用し
なくても、常に安定した状態を保つことができ
ます。

従来の方式は、センターユニット内のパワー
アンプもしくは、外付けパワーアンプが必要で
した。フルデジタル方式ではパワーアンプが必
要なく、軽量かつシンプルなシステムの構築を
可能としました。

車両側のスピーカーハーネスをそのまま利用して、
電源と音源のデジタル信号を同時に伝送。高い
信頼性が求められる車両の不要輻射規格に準拠
するため、デジタル信号を低振幅で重畳する世界
初※1のシステムです。ノイズの影響を排除したデ
ジタル伝送が、高級アナログケーブルでさえ成し

電力を効率良くスピーカーの駆動や音の出力
に変えられるため、これまで熱として損失してい
た非効率なエネルギーを大幅に低減。さらに、
一般的なデジタルパワーアンプと比べて小出
力時の効率も高く、大幅な省電力化とヒー
トシンクレスシステムを実現し、小型軽量化を
可能にしています。

得なかった究極の高音質伝送を実現します。2本
のケーブルのみ※2で接続が可能など、特殊な配
線が不要のため、容易なシステムアップを実現
します。

※1 2012年9月時点（Clarion調べ）。
※2 サブウーファーは別に電源配線が必要となります。

独自の駆動方式によるパワーアンプレス化

省電力・小型化を実現

フルデジタルサウンドシステムによる  ＜ 高効率・省電力 >

フルデジタルサウンドシステムによる  ＜ 汎用性 >

車載専用LSI
DSP

（D/Aコンバーター）
Z3

（サウンドプロセッサー）
パワーアンプ

● 従来のアナログ方式 ● フルデジタル方式

デジタル信号 アナログ信号

● 電力消費比較

サブウーファーまで含めたシステム構築を容易に実現する
「パワーデジタルラインキャリアシステム」
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クリアな音響空間を創出する、堅牢かつ洗練された筐体デザイン

スマートフォンやタブレットを接続できる専用
USB端子を装備。ハイレゾ対応のスマートフォ
ンやタブレットの音楽再生やタブレットを使っ
たチューニングなど、モバイル端末を手軽に活
用できます。
※USBメモリーのオーディオ再生には対応しておりません。
※チューニングアプリはiOS、Android™に対応しております。

モバイル端末やハイレゾ音源も 
ダイレクト入力できる
専用USB端子

● 新開発車載専用LSI内蔵（ツィーター駆動用）
● 96kHz/24bitによるデジタル信号処理
● チューニング機能（クロスオーバー、タイムアライメント、イコライザー）
● Intelligent Tune（Sound Restorer / Virtual Bass /  
    Tone Filter / Reverb Control）

艶消しブラックのボディにヘアラインを施し、
中央部分にはクリアな素材を使用。
フルデジタルサウンドにふさわしいクールな印
象を演出します。

ヘアラインの質感を活かした
クール＆ミニマムなボディ

Z3
希望小売価格 125,000円（税別）○保 

フルデジタルサウンドプロセッサー

（サウンドプロセッサー /
  ツィーター / コマンダー）

Z3
（サウンドプロセッサー）

コマンダー
（Z3同梱品）

ツィーター
（Z3同梱品）

● デュアルボイスコイル
ツィーター（Z3同梱品）

サウンドプロセッサー

コマンダー（Z3同梱品）

●  入力端子：USB、デジタル（オプティカル）入力、 
デジタル（コアキシャル）入力、 
RCA入力 / スピーカーレベル入力

● 出力端子：デジタルスピーカー専用出力、RCA出力

Sound 
Processor

新時代に相応しい
クリアサウンドを創り出す

コンパクトな筐体サイズで、シートの下などユー
ティリティスペースを損なわず取り付けが可能
です。

取り付け場所を選ばない、 
コンパクトなサウンド 
プロセッサー

180mm

37mm

116mm

シャンパンゴールドのラインをアクセントとし、
各スピーカーユニットと統一感のあるデザイン
テイストを構成しています。

40kHzまでの澄み切った高域と厚みのあ
るボーカル表現を可能にする、広帯域再生
ツィーター。Z7（スピーカー）とフロントで組み
合わせることでハイレゾ音源の高域再生に対
応します。高域に艶を加えて余韻のある豊か
な音色を奏でるだけでなく、音圧感のある中域
再生やナチュラルなボーカル再生も実現し
ます。

ツィーターのプレート上下に優れた磁力特性を
誇るネオジウムマグネットを2個搭載することで
高磁束密度ギャップを形成し、素早いレスポン
スと安定した駆動を実現します。

美しく繊細な音色を思わせる 
優美な曲線デザイン

豊かな中高域を実現
「ピュアソフトドームツィーター」

ハイレスポンス 
「デュアルネオジウムマグネット」

ダッシュボード上に取り付けるサーフェスマウン
トと、ドアトリムを加工して取り付けるフラッシュ
マウントが可能です。

ダッシュボードやドアにも取り付け
可能な「２ウェイマウント」

ピュアソフトドーム

● フラッシュマウント

● サーフェスマウント

繊細なサウンドを自在に操る直感的なインターフェース

高級ホームオーディオの風格を漂わせる大型
のボリュームノブを採用。操作性にも優れてお
り各種調整もスムーズに行えます。また、ブラッ
ク基調のヘアラインボディも重厚感溢れる印
象を創出。ボリュームノブのメタリックな質感と、
ヘアラインボディとのコントラストで、スタイリッ
シュかつ飽きのこないデザインを実現しました。

ホームオーディオ調の
大型ボリュームノブを採用

音響テクノロジーを 
自在にセレクト

圧縮オーディオを高音質化する「サウンドリス
トアラー」や自然なサラウンド感を演出する「リ
バーブコントロール」など、曲のジャンルや再生
するメディアによりセレクトすることができます。

ボリュームノブを回転し、 
メニュー表示を切り替えます。

Commander

100mm27mm

46mm

※ Intelligent TuneがONの場合　

SET

Reverb Control

USB

Tone Filter

Analog

Virtual Bass

Digital coaxial

Main VOL

SW VOL

Memory select

Sound Restorer

Digital optical

Intelligent Tune

Intelligent Tune
Detail Setting※

Balance

Fader

Source

Audio Sense

Brightness

Beep

メディアや曲に合わせた
音響テクノロジーの選択が可能

センターユニットやUSB(スマート 
フォン）などソースの切り替えが可能

メニュー表示

ボリュームノブを回転

SET

透明感あふれる中高域を伸びやかに表現Tweeter
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フルデジタルサウンドの魅力を
余すところなく描き出す

● 新開発車載専用LSI内蔵
● 6層マルチボイスコイル

Z7
希望小売価格 87,000円（2本1組、税別）○保 

フルデジタルスピーカー

Z7には「Full Digital Sound」プレミアムバッ
ジを同梱。スピーカーのグリルや車内のお好き
なところなどに貼り付けて、プレミアム感を演出
できます。

プレミアムバッジ同梱
重厚なブラックとシャンパンゴールドで彩る、 
フルデジタルサウンドの世界観

重厚感のあるブラックを基調に、美しい煌めきを放つシャンパンゴールドのラインを配置。高級感の中
にも静かな力強さを秘めた、所有欲を刺激するプレミアムデザインです。

基板ケース

フルデジタル 

回路基板ゴムカバー

グリル＆ 

パンチングネット

フェイズ

プラグ
マルチパワー 

サプライＦ
ＰＣ

トップ 

プレート
防水パッキン

アルミバック

カバー バスライザー

ダンパー

ＦＰ
Ｃ
プロテクター

ダンパー

ホルダー
スピーカー

フレーム
ストロンチウム

マグネット
ボトムヨーク

● Z7構造図
AC

MI-P
P 

コーン

6層
マルチ

ボイスコイル

高音質、省電力化を実現する
「マルチパワーサプライ・ 
ボイスコイル」

マルチパワーサプライ・ボイスコイル構造によ
り駆動力を合成することで、応答性の向上や
省電力化と、ハイパワー再生の両立を実現しま
した。

通常マグネットよりも保磁力が高いストロンチウ
ムマグネットを採用。高磁束密度磁気回路に
より、安定した動作でハイレスポンスかつダイ
ナミックな重低音を再生します。

スピーカーのコーン紙中央部に補強用リング、
バスライザーを設置することで高い剛性を確
保。コーン紙のたわみを抑える構造により、大
音量時でもリニアリティに優れた駆動を実現。
ハイスピードで歪の少ない鮮明な低域再生を
実現します。

音の波形を整え、中域の特性・指向性を高める
フェイズプラグにより、定位の良い鮮明なボー
カル再生を実現。臨場感あふれるサウンドを、
リスナーへダイレクトに届けます。

ハイレスポンスな重低音を 
支える「大口径ストロンチウム 
マグネット」

クリアで歪の無い低域再生を 
可能にする「バスライザー」

ボーカルの指向性を高める 
「フェイズプラグ」 

高強度アラミド繊維をカーボン、マイカと混ぜ
て射出成型したハイブリッドPPコーン。各素材
の特長を生かし、軽量かつ高い剛性と適度な
内部損失を実現。デジタル信号への応答性を
高めています。

デジタル音源の応答性に 
優れた「ACMI-PP コーン」

フェイズプラグは、中心部の音の波形を整え 
濁りのないクリアな音を実現します。
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スピーカー・ツィーターと同様に、シャンパンゴー
ルドをアクセントに使用。全体的に艶消しブ
ラックを採用することで、サブウーファーから放
たれる迫力の重低音を表現しています。また、
センターキャップ内に金属ウエイトリングを設
け、よりクリアでタイトな低域再生を可能にしま
した。最適な重量バランスを保ち安定した重
低音を実現します。

重厚感のあるスピン仕上げの 
センターキャップを採用

原音の鼓動をパワフルに刻む
迫力の重低音再生

軽量で硬質なパルプ素材をベースに、ＧＡ
Ｃ(ガラス/アラミド/カーボン)繊維を混抄した

「ＧＡＣ-コンポジットコーン」を開発。各繊維の
特長を生かしたセミオーブンコーンとし、高い剛
性と適度な内部損失を両立。タイトでパワフル
な低音再生を実現します。

ウーファーの磁気回路をフレーム内に収める薄
型デザインに、車載専用LSIを組み込んだ駆
動回路を内蔵。パワフルでありながら、車室内
ユーティリティスペースを損なわないコンパクト
サイズです。

各繊維の特長を生かした 
パワフルサウンドを実現  

「ＧＡＣ-コンポジットコーン」

駆動回路内蔵の 
薄型デザイン

● 新開発車載専用LSI内蔵
● 6層マルチボイスコイル

Z25W
希望小売価格 73,000円（税別）○保 

フルデジタルサブウーファー

仕様一覧

■ Z3（フルデジタルサウンドプロセッサー）
● サウンドプロセッサー

■ Z7 (フルデジタルスピーカー)

● サウンドプロセッサー
● コマンダー（2.46m）
● ツィーターキット
● 電源ケーブル（2.5m）※

●  フルデジタルスピーカー（R）
●  フルデジタルスピーカー（L）
●  グリル × 2 
●  パンチングネット × 2
●  プレミアムバッジ × 2
●  Z3 出力コード（2m） 

● フルデジタルサブウーファー
●  Z3出力 / 電源コード※ 

※Z3出力コード（5m） 
※メイン電源コード（5m） 
※アースコード（3.5m）

＜ ツィーターキット >
●  ツィーター × 2
●  マウントアダプター × 2
●  フラッシュマウントスペーサー × 2
●  レバーアーム × 2
●  Z3出力コード（0.3m）
●  延長コード（3m） × 2

※アースコード（2m）

● スピーカー入力ケーブル（2m）
● USBケーブルA（0.5m） 
● USBケーブルB（0.15m）

設定内容 調整方法
コマンダー チューニングアプリ

Main VOL −99dB ～ 0dB （1dB step） ○ −
SW VOL −10dB ～ +10dB （0.5dB step） ○ −

Memory select Custom memory 1 / Custom memory 2 / Custom memory 3 / Custom memory 4 
（全4パターン） ○ ○

Intelligent Tune

Sound Restorer OFF / Low / Mid / High ○ ○
Virtual Bass OFF / Low / Mid / High ○ ○
Tone Filter Vivid +2 / Vivid +1 / OFF / Vintage +1 / Vintage +2 ○ ○
Reverb Control OFF / Low / Mid / High ○ ○

Balance Left 12 ～ Center ～ Right 12 ○ −
Fader Rear 12 ～ Center ～ Front 12 ○ −
Source （入力設定） Digital optical / Digital coaxial / Analog / USB ○ −
Audio Sense Low / Mid / High ○ −
Brightness OFF / Level 1 ～ 10 ○ −
Beep ON / OFF ○ −

● ツィーター（Z3同梱品）
＜駆動部＞

最大出力 9W （4.5W × 2ドライバー） × 2ch
定格出力 6W （3W × 2ドライバー） × 2ch at 1％ THD＋N
インピーダンス 6Ω × 2ch

＜スピーカー部＞
インピーダンス 6Ω × 2ch
周波数特性 1.5kHz ～ 40kHz
質量（1本あたり） 77g
外形寸法 40（W）×40（H）×21.5（D）mm

＜駆動部＞
最大出力 24W （4W × 6ドライバー）
定格出力 18W （3W × 6ドライバー） at 1％ THD＋N
S/N 89dB at 1W
ダイナミックレンジ 102dB
周波数特性 10Hz ～ 48kHｚ ± 2dB

＜スピーカー部＞
インピーダンス 4Ω × 6ch
周波数特性 28Hz ～ 15kHz
Fs 60Hz
Qts 0.85
Vas 11.4ℓ
質量（1本あたり） 970g
外形寸法 158（W）×158（H）×76(D）mm

■ Z25W (フルデジタルサブウーファー)

主な同梱品

＜駆動部＞
最大出力 24W （4W × 6ドライバー）
定格出力 18W （3W × 6ドライバー） at 1％ THD＋N
S/N 90dB at 1W
ダイナミックレンジ 103dB
周波数特性 10Hz ～ 48kHｚ ± 2dB

＜スピーカー部＞
インピーダンス 4Ω × 6ch
周波数特性 20Hz ～ 200Hz
Fs 38Hz
Vas 50.3ℓ
Mms 74.4g
Qes 0.74
Qms 4.75
Qts 0.64
Xmax.Lin. 11.4mm
質量（1本あたり） 3,820g
外形寸法 296（W）×296（H）×98.5(D）mm

推奨BOX容量
シールド 25ℓ ～ 45ℓ
バスレフ 85ℓ ～ 95ℓ

● コマンダー（Z3同梱品）

質量 385g
外形寸法 100（W）×27(H）×46（D）mm

コマンダー ( Z 3同梱品 )操作コマンド一覧

Z3 Z7 Z25W

アナログ出力 4Vrms (VOL 0db)
S/N 110dB (Aフィルター)
高調波歪率 0.01％
アナログ入力 RCA入力、スピーカーレベル入力

入力感度
Low: RCA-in=4Vrms/power-in=8Vrms
Mid: RCA-in=2Vrms/power-in=4Vrms
High: RCA-in=1Vrms/power-in=2Vrms

デジタルコアキシャル入力 0.5Vp-p/75Ω、最大96kHz/24Bit/PCM
デジタルオプティカル入力 最大96kHz/24Bit/PCM
電源電圧 10.8 ～ 15.6V DC、マイナス接地
消費電流 15A以下
質量 660g
外形寸法 180（W）×37（H）×116（D）mm

駆動回路部
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対応外部機器
センターユニット 

（デジタル出力対応）

Z3

センターユニット 
（デジタル出力対応）

センターユニット

Z3

Z3

RCA出力 / スピーカーレベル出力 
（アナログ出力）

デジタル出力（オプティカル）

スマートフォン（専用USB端子）

USB ホストケーブル
（OTG ケーブル）

Micro USB
ケーブル

USB ケーブル A 
（Z3 同梱品）

USB Micro USB

※ ハイレゾ音源を再生する場合、ハイレゾ音源の再生に対応したスマートフォンアプリのインストールが必要な場合があります。

Android™ スマートフォンに保存した音楽を楽しみたい方 ( 音楽再生時 )

各ケーブルを準備していただく必要があります

サウンドプロセッサー / コマンダー（Z3同梱品）

デジタル出力（コアキシャル） デジタル高音質を 
シンプルに楽しみたい方

Z3 + Z7 + Z25W

シンプルシステム

デジタル信号

コマンダー
（Z3同梱品）

Z7

ツィーター 
（Z3同梱品）

ツィーター 
（Z3同梱品）

Z25W

デジタル信号 : フロント2ウェイ
アナログ信号 :  リアスピーカー 

 またはサブウーファー

Z3 + Z7 ＋パワーアンプ＋ 
アナログリアスピーカー / 
アナログサブウーファー

既存アナログフルシステムも
活用したい方

デジタル＋アナログミックスシステム

Z7 アナログ 
リアスピーカー

ツィーター 
（Z3同梱品）

※ Z3からパワーアンプへのRCA出力は2chのみとなります。
※ パワーアンプの仕様によりスピーカーへの出力は異なります。

Z7
アナログ 
リアスピーカー

アナログ 
サブウーファー

アナログ 
サブウーファー

ツィーター 
（Z3同梱品）

パワーアンプ
コマンダー

（Z3同梱品）

Z25W

Z7 Z7

Z7 Z7

Z25W

ツィーター 
（Z3同梱品）

ツィーター 
（Z3同梱品）

コマンダー
（Z3同梱品）

近年、ハイレゾ対応のスマートフォンやさまざまな高品位のデバイス・メディアが登場し、音の楽しみ方が多様化。サウンドシステムのイン

ターフェイスにも柔軟かつ汎用的な対応が求められています。この新しいデジタルオーディオ時代を担うべく誕生したフルデジタルサウンド

システムのプロセッサー / スピーカーは、デジタル出力対応のセンターユニットとの接続だけでなく、既存のセンターユニットに繋げてス

マートフォンで高音質を楽しむことや、従来のパワーアンプやアナログスピーカー / サブウーファーを一部残して活用することも可能とな

り、多彩なシステムアップを実現します。

フルデジタル高音質を
実現したい方

Z3 + Z7 + Z7 + 
Z25W + Z25W 

フルシステム

デジタル信号

これからは、システムアップも選ぶ時代

Z7
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従来パソコンで行っていたチューニングが 
お手持ちのスマートフォンやタブレットで 
行えます。

スマートフォンやタブレットのアプリによる 
直感的なチューニング
スマートフォンやタブレットから手軽にチューニングできる専用アプリを新たに開発。 

パソコンなどを用いる従来のチューニングとは異なり、スワイプやダブルタップなど、 

視覚と動作が一体となった直感的な操作で高精度なチューニングを実現します。

「Z-tune」は「Cross Over」「Time Alignment」「Equalizer」という基本的なチューニングを直感的操作で
行うことができます。また、Clarion独自の音響技術を使用した「Intelligent Tune」にも対応しています。
チューニングしたパラメータは最大で4つまで保存することが可能で気分や曲によって使い分けができます。

＜主な特長＞ ● タイムアライメント 
●  Intelligent Tune (Sound Restorer /  

 Virtual Bass / Tone Filter / Reverb Control)

● クロスオーバー 
● L/R独立 31バンドイコライザー

Full Digital Sound  
Processor「Z3」のチューニングを 
行う専用アプリケーション

「App Store」「Google PlayTM ストア」から簡単ダウンロード。 
PCを持ち込む必要はありません。

一目で把握できるグラフィカルな表示画面。チューニングから音響設定まで、 
このアプリ1つで行えます。

メニュートップ画面

Intelligent Tune 
(音響設定 )

※アプリ、対応OS、スマートフォンについてはClarionホームページをご参照ください。

<タイムアライメント>
ドラッグ操作により、距離設定を行えます。

<31バンドイコライザー>
直感的な指でなぞる操作で、 
簡単にターゲットカーブを作成できます。

アプリをダウンロード

USB ケーブル A 
（Z3同梱品）

USB ケーブル B 
（Z3同梱品）

Micro USB ケーブル

USB

Lightning - USB ケーブル 
（iPhone同梱品）

iOS端末

お手持ちのスマートフォンやタブレットに
「App Store」「Google PlayTM ストア」から
アプリをダウンロードします。 

アプリダウンロード後、スマートフォンをZ3（サウンドプロセッサー）へ接続

各ケーブルを準備していただく
必要があります

Android™ 
端末

※アプリ、対応OS、スマートフォンについてはClarionホームページをご参照ください。

Micro USB

タッチ操作による
直感的な

チューニング

スワイプ ドラッグ

「Z-tune」アプリ 使用方法

Google PlayTM  

ストア

App Store

「Z-tune」アプリ iOS端末 Android™ 端末

or

App Store Google PlayTM ストア

無  料

一目で把握できる
表示画面

誰でも 
簡単ダウンロード

「Z-tune」

or

1

2

チューニングアプリ



画面で設定した通りの周波数特性が得られます。
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HPF スロープ
HPF 周波数
ゲイン
LPF スロープ
LPF 周波数

1

1

3

3

2

2

4

4

5

5

チャンネルごとにきめ細やかなチューニングが
可能な「L/R独立31バンドイコライザー」を搭
載。リニアフェーズのFIRフィルターを採用する
ことで位相歪みを除去。Clarion独自の音響技
術によりバンド間の干渉を低減しており、直感
的操作で意図した通りのイコライザー特性を実
現可能です。

システム構成やスピーカーごとの特性に合わせ
て最適なクロスオーバーを設定。グラフィカルな
設定画面を活かした直感的操作とボタン操作
を組み合わせることで、快適な操作性と高度な
設定機能を両立しています。

31バンド表示時は画面をなぞるだけで初期プロットが可能です。

高精度なイコライジングを 
可能にする 

「L/R独立31バンドイコライザー」

各ユニットの性能を最大限に 
引き出す「クロスオーバー」

ダブルタップで拡大でき、細やかな調整ができます。

L/R独立最大8ch選択可能。

ツィーター L/R,  フロントスピーカー L/R
リアスピーカー L/R, サブウーファー L/R 
最大8ch独立設定

31バンドイコライザー

周波数 : 20Hz ～ 20kHz  (1/3oct step) 
ゲイン : -12dB ～ +12dB (0.5dB step) 
FIRフィルター構成

＜イコライザー仕様＞

従来の方式 Clarion の方式

チャンネルごとに0.7cm/stepの詳細な設定が
可能。専用アプリによる直感的操作でピンポイ
ントの音像定位を容易に実現します。

直感的操作でピンポイントの 
音像定位を実現 

「タイムアライメント」
ツィーター L/R,   
フロントスピーカー L/R
リアスピーカー L/R,  
サブウーファー L/R    
最大8ch独立設定

遅延調整 :  
0cm ～ 525cm (0.7cm step)

ミュート 8ch個別　 
Mute ON/OFF設定

＜タイムアライメント仕様＞

理想のリスニングルームにする 
きめ細やかなチューニング

チューニングアプリ

設定したいポイントをタップし、各項目を調整することができます。

設定したいポイントをタップし選択

ツィーター L/R (デジタル信号)

HPF 周波数 : 315Hz ～ 16kHz (1/3oct step)
スロープ : -72dB/oct ～ 0dB/oct (6dB step)
ゲイン : -24dB ～ 0dB (0.5dB step)
位相 : NOR/REV　

フロントスピーカー L/R (デジタル信号)

LPF 周波数 : 250Hz ～ 16kHz (1/3oct step)
スロープ : -72dB/oct ～ 0dB/oct (6dB step)
ゲイン : -24dB ～ 0dB (0.5dB step)
位相 : NOR/REV　

HPF 周波数 : 25Hz ～ 10kHz (1/3oct step)
スロープ : -72dB/oct ～ 0dB/oct (6dB step)
ゲイン : -24dB ～ 0dB (0.5dB step)
位相 : NOR/REV

リアスピーカー L/R
(デジタル信号/アナログ信号共通)

LPF 周波数 : 250Hz ～ 16kHz (1/3oct step)
スロープ : -72dB/oct ～ 0dB/oct (6dB step)
ゲイン : -24dB ～ 0dB (0.5dB step)
位相 : NOR/REV

HPF 周波数 : 25Hz ～ 10kHz (1/3oct step)
スロープ : -72dB/oct ～ 0dB/oct (6dB step)
ゲイン : -24dB ～ 0dB (0.5dB step)
位相 : NOR/REV

サブウーファー L/R
(デジタル信号/アナログ信号共通)

LPF 周波数 : 25Hz ～ 250Hz (1/3oct step)
スロープ : -72dB/oct ～ 0dB/oct (6dB step)
ゲイン : -24dB ～ 0dB (0.5dB step)
位相 : NOR/REV

HPF 周波数 : 20Hz ～ 80Hz (1/3oct step)
スロープ :  -72dB/oct ～ 0dB/oct (6dB step)
ゲイン : -24dB ～ 0dB (0.5dB step)
位相 : NOR/REV

＜クロスオーバー仕様＞

ドラッグやタップによる直感的操作が
できます。

数値による細やかな調整ができます。
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フルデジタルサウンドの魅力を引き出す
独自の音響テクノロジー「Inte l l i gent  Tune」
車室内で最良のサウンドを実現するために開発された、Clarion独自の音響テクノロジー。 

いい音を究め続けた歴史があるからこそ生み出せる、多彩な機能を装備しています。

サウンドテクノロジー

コマンダー（Z3同梱品）または、アプリ「Z-tune」で設定ができます

＜スマートフォンやタブレットから設定＞
タップ操作により直感的な操作ができます。

＜コマンダー（Z3同梱品）から設定＞
ディスプレイ表示は視認性が高く昼間・
夜間問わず一目で認識できます。

「Intelligent Tune」をはじめ、音量などの
各種機能を操作できるコマンダー（Z3同梱品）。
ボリュームノブ採用により、高級ホームオーディオの
ようにスムーズな操作ができます。

「Intelligent Tune」はコマンダー（Z3同梱品）と、 「Z-tune」アプリをダウンロードした
スマートフォンやタブレットから設定をすることができます。

20kHz以上の
ハイレゾ帯域まで拡張

40
50
60
70
80

30
20
10
0

サウンドリストアラーにより
補完されたファイル

Missing fundamental
基音が鳴っているように感じる

AAC 96kbps の場合

15kHz以上の
高音域成分が欠落

失われた
高域信号

音響心理学に基づき、低域の倍音成分を付
加することで重低音を増強させます。

CDやMP3、AACなど、音源のデジタル化によ
り失われた高域信号を再生成し、原音に近い
状態に復元することが可能。ハイレゾ帯域まで
拡張することで、音源本来の感動を表現力豊
かに再生します。

重低音を増強し迫力のサウンド
を再生する「ヴァーチャルバス」

デジタル音源を高音質化する 
「サウンドリストアラー」

圧縮された音源も 
ハイレゾ帯域まで拡張します。

音楽の表情を左右する残響音を先進の残響
分離処理で制御し、サラウンド音源として出
力。車室内にいながら、コンサートホールのよう
な迫力と臨場感に全身が包まれる喜びを体感
できます。

自然かつ豊かなサラウンド感を 
演出する「リバーブコントロール」

Vintageモード Vividモード

周波数領域で信号処理することにより実現した、「NEW音響テクノロジー」

音源に含まれる楽器のアタック音や余韻を制
御することで、表現力豊かな音色を創出する機
能。「Vintageモード」では真空管アンプをエミュ
レートした深く温かみのあるサウンドに、「Vivid
モード」ではビート感を強調した華やかなサウン
ドに変化させます。

ユーザー嗜好に応じた音質を 
創り出す「トーンフィルター」

NEW

NEW

補 完

ON

OFF

音
圧
[d
B]
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