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（                ）

シンセサイザー カラオケシステム

5,000曲の豊富なラインナップと多彩なカラオケ機能を搭載。
車内を盛り上げる「ビンゴゲーム」もよりパワーアップ。

●HDD動画 64音シンセカラオケ
CB-4700B
希望小売価格 735,000円（本体価格 700,000円）
5,000曲内蔵

選曲リモコン
RKA-247-200

専用早見表
HBT-269-300

【商品構成】
■本体 
■大型LCD付選曲リモコン
■早見表2冊 
■本体取付金具
■単三乾電池/2個

HDD動画 64音シンセカラオケ
CB-4700A/B

32音シンセカラオケ
CB-4600A･CB-4000A

DVD/CDデッキ
CV-9100A

追加ソフトCTA-037シリーズ
希望小売価格 10,290円（本体価格 9,800円）
※CB-4700BはCTA-037-111〜

追加ソフト SFD-500シリーズ
希望小売価格 9,450円（本体価格 9,000円）

追加ソフト SSP-500シリーズ（CB-3000A用）
希望小売価格 12,600円（本体価格 12,000円）

増設フラッシュディスク（1914 曲）CB-4000A 用

HBT-260-100
希望小売価格 210,000 円（本体価格200,000円）

ブランクボード CB-4600A・4000A 用

HBT-268-100
希望小売価格 オープン価格

推奨品：ロジテック社
CB-4700B用FDDユニット
LFD-31UE/31U2/31U4※1
※営業担当にご確認ください。

CB-4600A用FDDユニット
CAA-195-100
希望小売価格 42,000円

（本体価格40,000円）

補用選曲早見表  SSM-IND41
※2（CB-4600A用）
希望小売価格 945円（本体価格 900円）

CAA-132-100
希望小売価格 5,775円（本体価格 5,500円）

補用選曲リモコン

RKA-247-200
希望小売価格 19,845円

（本体価格 18,900円）

本体　　表示器間中継ケーブル（13P-DINオスメス）

CCA-530-100（0.5m）
希望小売価格 3,707円（本体価格 3,530円）

CCA-402-100（8m）
希望小売価格 9,450円（本体価格 9,000円）

CCA-381-100（15m）
希望小売価格 15,750円（本体価格 15,000円）

リモコン受光部

CCA-712-500
希望小売価格 2,835円（本体価格 2,700円）

補助リモコン 

RCA-255-500
希望小売価格 3,150円（本体価格 3,000円）

補用選曲リモコン 
RKA-214
希望小売価格 15,750円（本体価格 15,000円）

外部受光センサー分配アダプター BOX

CAA-169-100
希望小売価格 10,290円（本体価格 9,800円）

CCA-177-100（8m）
希望小売価格 9,450円（本体価格 9,000円）

CCA-177-101（10m）
希望小売価格 11,340円（本体価格 10,800円）

CCA-177-102（12m）
希望小売価格 13,230円（本体価格 12,600円）

CCA-177-103（15m）
希望小売価格 16,065円（本体価格 15,300円）

本体　　受光センサー中継ケーブル
（6P-DIN オスメス）

※1：当商品はロジテック社の商品であり、予告なく仕様・型番が変更されることがございます。
※2：当商品は株式会社エクシングの取扱となります。
※3：シンセサイザーカラオケ1台に対し、受光センサーを2個追加して、3系統まで増設することができます。受光部は15ｍまで延長可能です。
       同じ受光センサーでシンセカラオケ、BSシステム、ビデオナビゲーションガイドシステムを集中コントロールする場合は、センサー分配機CAA-169希望小売価格10,290円（本体価格9,800円）が必要です。

HDDシンセサイザーカラオケシステムの特長

懐かしの名曲やヒット曲など、ジャンルを超えた豊富なラインナップ、5,000曲！

■本格カラオケ機能。
プロ歌手のオリジナルキーを即再現。
また、ガイドメロディーも 3 種類から選択できます。

●キーコントロール、テンポコントロール
●メロディーライン可変機能（なし/標準/強）
●演奏モード可変機能（1コーラス/2コーラス/フルコーラス）

■ジャンル別BGM機能。
総合 / 演歌 / 新譜 / アニメ / オリジナル BGM から自動選択。

■大型LCD付リモコンで簡単操作。
1 コーラス /2 コーラス / フルコーラス切替、9 曲予約、割り込み＆予約確認機
能、キー＆テンポコントロール、1 曲停止 / 連続等の操作がリモコンで簡単にで
きます。

■採点の難易度を自由に変えることができる機能付。

■「ビンゴゲーム」はグラフィックアニメーションや効果音
でバス車内を盛り上げます。

■あたらしい楽曲はフロッピーディスクドライブ（USB接
続、当社推奨品）にて簡単に追加できます。

■洗練されたデザインは、AA-9000 シリーズにジャスト
フィット。

■ 64ボイス音源
64ボイス音源による重厚感あふれる高品位演奏。

■ シーンに合わせてセレクトされた背景動画
HDDに内蔵された動画をジャンル、シーンに合わせて自動再生
します。

5,000曲内蔵（管理楽曲256曲）の豊富なラインナップで、お客様の
ご要望に対応できます。
従来のCB-4700Aの3500曲（うち管理楽曲256曲）に加え、既存
発売新譜（CTA-037-100〜110）の収録分330曲と、各ジャンルか
らセレクトした海外・国内有名曲1,170曲の合わせて1,500曲を収録
しています。

■ ジャンルを超えたベストヒットを標準装備
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■CB-4700A用
補用選曲早見表  HBT-269-100
(3,500曲 本体同梱品 ）
希望小売価格 1,785円（本体価格 1,700円)
補用選曲早見表  HBT-269-200
(3,830曲 ※CTA-037-100 ～ 110を追加収録）
希望小売価格 オープン価格
補用選曲早見表  HBT-269-210 
(4,250曲 ※CTA-037-100 ～ 124を追加収録）
希望小売価格 オープン価格

■CB-4700B用
補用選曲早見表  HBT-269-300
(5,000曲 本体同梱品 ）
希望小売価格 オープン価格
補用選曲早見表  HBT-269-310 
(5,420曲 ※CTA-037-1111 ～ 124を追加収録）
希望小売価格 オープン価格

CAA-133-100
希望小売価格 10,290円（本体価格 9,800円）

※内蔵されている
　楽曲の一部です。

シンセサイザーカラオケ外部受光センサー

センサー共有アダプター※ 3

あー夏休み
愛して愛して愛しちゃったのよ
会いたい
愛の奇跡
愛は勝つ
青い珊瑚礁
青い山脈
赤いハンカチ
赤城の子守唄
アカシアの雨がやむとき
赤いランプの終列車
アゲハ蝶
憧れのハワイ航路
アジアの純真
あしたのジョー
アタック No.1 の歌
あなた
あなただけを
あなたに会えてよかった

雨
雨の御堂筋
嵐の素顔
或る日突然
アンコ椿は恋の花
アンパンマンのマーチ
YESTERDAY 
YESTERDAY ONCE MORE 
潮来笠
いつでも夢を
いとしのエリー
innocent world
命くれない
異邦人
今すぐ Kiss me
上を向いて歩こう
ウルトラセブン
Everything
小樽のひとよ

男と女のラブゲーム
男はつらいよ
おどるポンポコリン
おひまなら来てね
想い出の渚
おもいで酒
おやじの海
お嫁においで
オリビアを聴きながら
女のみち
帰ろかな
学園天国
学生時代
影を慕いて
喝采
勝手にシンドバッド
悲しき口笛
歌舞伎町の女王
奇跡の地球＜ほし＞

北の宿から
絹の靴下
君恋し
君だけに愛を
君の瞳に恋してる
CAN YOU CELEBRATE?
きよしのズンドコ節
今日の日はさようなら
ギンギラギンにさりげなく
銀座の恋の物語
空港
グッド・ナイト・ベイビー
クリスマス・イブ
月光
恋しくて
恋人たちのクリスマス
恋の季節
恋のバカンス
こんにちは赤ちゃん

サウスポー
佐賀県
さくら（独唱）
桜坂
酒と泪と男と女
サザエさん
ささやかな祈り
さざんかの宿
SACHIKO
さとうきび畑
淋しい熱帯魚
寒い夜だから ･･･
さよなら
さよならはダンスの後に
サン・トワ・マミー
３６５歩のマーチ
時間よ止まれ
シクラメンのかほり
知床旅情

白い色は恋人の色
白いギター
人生いろいろ
すきま風
スタンド・バイ・ミー
STAY AWAY
昴－すばる－
ズルい女
スローモーション
SAY YES
青春時代
セーラー服と機関銃
セーラー服を脱がさないで
世界でいちばん熱い夏
世界は二人のために
セカンド・ラブ
瀬戸の花嫁
せんせい
旅の宿

たらこ・たらこ・たらこ
誰か故郷を想わざる
誰よりも君を愛す
ダンシングオールナイト
ダンシング・クイーン
ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）
地上の星
チャンピオン
珍島＜チンド＞物語
津軽海峡・冬景色
津軽平野
翼をください
DEPARTURES
テネシー・ワルツ
同期の桜
TRUE LOVE
東京のバスガール
遠くへ行きたい
なごり雪

涙（なだ）そうそう
夏の扉
浪花節だよ人生は
なみだの操
涙のリクエスト
NO. NEW YORK
NO.1
２億４千万の瞳
エキゾチック・ジャパン
虹
２２才の別れ
人魚
HOWEVER
裸足の女神
花の首飾り
花嫁
パラダイス銀河
春なのに
PRIDE

ブルー・シャトウ
ブルー・ライト・ヨコハマ
プレイバック part2
ペッパー警部
ぼくたちの失敗
ぼくドラエモン
ぼくはくま
ホテル・カリフォルニア
微笑がえし
港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ
夢想花
やさしく歌って
ゆけゆけ飛雄馬
揺れる想い
ヨイトマケの唄
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