Oasa Electronics Co.,Ltd

NEWS RELEASE

２０２０年５月１日

オオアサ電子(株)は Egretta「全方位型スピーカー」の
レンタルサービスを開始します。

液晶表示パネルや音響製品の製造販売を行っているオオアサ電子株式会社（代表取締役社長 長田 克司）
は、Egretta(エグレッタ)ブランドの「全方位型スピーカー」TS500/TS-A200 シリーズを、多くのお客様にご体
感頂けるようレンタルサービスを 2020 年 5 月 7 日(木)11:00 より受付を開始します。
TS500/TS-A200 シリーズは、Egretta ブランドの特長である全方位の指向性による自然で広がりのある響き
を活かし、テレビ、パソコン、スマートフォン、ポータブル音楽プレーヤーとの組み合わせにより、リビング
やプライベートスペースなど家庭内の様々なスペースで最適な音楽再生を可能にします。
【サービス概要】
キャンペーン名：Egretta 全方位型スピーカー「試聴レンタルサービス」
対象機種

：TS550、TS500、TS-A200as、TS-A200s

レンタル期間 ：4 泊 5 日
レンタル料

：4,800 円（税別） ※返送費用お客様負担
※本サービスを経て対象製品をご購入された場合、レンタル料を返金いたします。

受付開始

：2020 年 5 月 7 日(木)11:00 より受付開始

申込窓口

：Egretta ホームページ特設サイトより https://www.egretta.jp/rental

必要事項

：身分証明書（免許証など公的証明書）のご提示をいただきます。
※FAX:0826-82-7066

【製品概要】
TS-A200 シリーズは、「小スペースの中でも上質な音楽感動を得たい」
「広い音場感と共にリアルな音像定位
を再現したい」という要望に向けたスピーカーです。机の上に置く「ニアフィールド・ステレオリスニング」
としての使い方により小さな空間の中に広い音場感を再現すことで、ハイレゾなどのこだわり音源や Youtube
などのストリーミング音源を高音質で堪能することが可能です。また「上質な BGM 音楽を室内に漂わせたい」
というご使用にもお薦めです。
TS500 シリーズは、
「手軽に高音質な音楽を楽しみたい」
「生活の一部として音楽を聴きたい」といった要望
に応えるスピーカーです。スリムな円筒形ボディーでテレ、パソコンの両サイド、お部屋のどの位置に配置し
ても馴染みます。このコンセプトは音作りにも反映し、360°全方向へ音を響かせ、お部屋のどの位置からで
もクリアな音質を楽しめます。特に最近では、テレビの４Ｋ/８Ｋ 放送など「高画質化」が進み、伴ってセリ
フの明瞭度、楽器の響き、音の迫力などの「高音質化」を意識される方にお薦めです。

商品名/型式

スピーカーのタイプ

デスクトップサイズ・ハイレゾ対応
全方位アクティブスピーカー

TS-A200as（２本１組）

アンプ搭載
ステレオスピーカー

デスクトップサイズ・ハイレゾ対応
全方位パッシブスピーカー

TS-A200s×２本

アンプ非搭載
ステレオスピーカー

￥4,800(税別)

ナチュラルサウンド
アクティブスピーカー

TS550（２本１組）

アンプ搭載

TS500（２本１組）

TS-A200 シリーズ

アンプ非搭載
ステレオスピーカー

アクティブモデル(アンプ搭載)

型式
ツィーターユニット

貸出 4 泊 5 日

ステレオスピーカー

ナチュラルサウンド
パッシブスピーカー

レンタル料

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

TS-A200as (アンプ搭載ステレオスピーカー)※2 本 1 組
5cm ポリマー・クレイ・コンポジットフィルム採用
ハイルドライバー型トゥィーター

ウーファーユニット

6cm リグニン含有カーボ FRP 振動板ドーム型ウーファー

サブウーファー

アクチュエータ振動ユニット

エンクロージャー

アルミ製・完全密閉型

アーキテクチャ

アクティブホーン方式

インピーダンス

8Ω

周波数特性

80Hz ～ 45,000Hz

クロスオーバー周波数

100Hz、2400Hz (3Way システム）

最大出力

18W + 18W（TS-A200as）
、ヘッドホン出力 130mW×2/32Ω
18W

（TS-A200a）
、 ヘッドホン出力 130mW×2/32Ω

USB Audio Class2.0 PCM192KHz/24bit、 DSD/5.6MHz
入力

光デジタル(S/PDIF) TOSLINK 96KHz/24bit
アナログ(φ3.5 ステレオミニ)
Bluetooth5.0(A2DP) / 対応コーデック SBC・AAC

消費電力
質量（本体）

最大 50W 以下
L・R 計 2.9kg / L 1.4kg、R 1.5kg (TS-A200as)
1.5kg /(TS-A200a)

サイズ（本体）

直径 130(W)×260(H)×130(D) mm / L・R

AC アダプター

AC 入力 100V、DC 出力 15V、3.8A

生産地

日本(広島県)

TS-A200 シリーズ パッシブモデル(アンプ非搭載)

型式
ツィーターユニット

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

TS-A200s (アンプ非搭載スピーカー)
5cm ポリマー・クレイ・コンポジットフィルム採用
ハイルドライバー型トゥィーター

ウーファーユニット

6cm リグニン含有カーボン FRP 振動板ドーム型ウーファー

サブウーファー

アクチュエータ振動ユニット

エンクロージャー

アルミ製・完全密閉型

アーキテクチャ

アクティブホーン方式

インピーダンス

8Ω

クロスオーバー周波数

100Hz、2400Hz (3Way システム)

周波数特性

80Hz ～ 45,000Hz

出力音圧レベル

82dB/2.8V/1m

最大入力

25W

質量

1.4kg

サイズ

直径 130(W)×260(H)×130(D) mm

生産地

日本(広島県)

TS500 シリーズ アクティブモデル（アンプ搭載）

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

型式

TS550 (アンプ搭載スピーカー)

ユニット

8cm フェーズプラグ付 竹繊維コンポジットコーン

最大出力

10Ｗ＋10Ｗ

周波数特性

50Hz ～ 22,000Hz

エンクロージャ形式

多重共鳴管型バスレフ方式
アナログ ＲＣＡ 1 系統(0.75Vp-p)

入力

USB Audio Class 1.01 系統
S/PDIF(光デジタル)1 系統

Class D 変調周波数

940KHz

消費電力

40Ｗ以下

質量

5.5kg 以下(左右 2 本計)
直径 7.5cm 丸形専用リモコン

付属品

光デジタルケーブル
USB ケーブル

生産地

日本(広島県)

TS500 シリーズ
型式

パッシブモデル (アンプ非搭載)
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
TS500 (アンプ非搭載スピーカー)

ユニット

8cm フェーズプラグ付 竹繊維コンポジットコーン

入力インピーダンス

8Ω

最入力パワー

25W

出力音圧レベル

86dB/W/m

周波数特性

50Hz～22,000Hz

エンクロージャ形式

多重共鳴管型バスレフ方式

質量

2.5kg 以下(左右計 5kg 以下)
直径 7.5cm 丸形専用リモコン

付属品

光デジタルケーブル
USB ケーブル

生産地

日本(広島県)

■本ニュースリリース、お客様からのお問い合わせ先
エグレッタ ショールーム (兼 サポートセンター)
住

所：〒731-2104

広島県山県郡北広島町大朝 4767-2

電話受付時間：10 時 00 分～12 時 00 分/13 時 00 分～15 時 00 分（土・日・祝祭日又は弊社休業日を除く）
メ

―

電

ル：info@egretta.jp
話：0826-82-7066

Ｆ

Ａ

Ｘ：0826-82-7066

ブランドサイト: https://www.egretta.jp/

■プレスリリースに関するお問合い合わせ先
オオアサ電子株式会社
住

所：〒731-2104

広島県山県郡北広島町大朝 3817-10

担

当：営業部 長田(ナガタ)

電話受付時間：9 時 00 分～12 時 00 分/13 時 00 分～17 時 00 分
メ

―

電
Ｆ

ル：info@oasa-elec.co.jp
話：0826-82-3636(代表)

Ａ

Ｘ：0826-82-2616

コーポレートサイト https://www.oasa-elec.co.jp/

(土・日・祝祭日又は弊社休業日を除く)

