2011 年 2 月 18 日
CAV ジャパン株式会社

ドイツ屈指のスピーカーメーカー「CANTON」取扱機種拡充

CAV ジャパン株式会社は昨年ドイツスピーカーメーカーCANTON 社と輸入代理店契約
を結び、昨秋から一部商品の輸入販売を行ってまいりましたが、この度取扱機種を拡充い
たします。
CANTON の社名はラテン語の“Cantare”（歌う）とドイツ語の“Ton”（音）の合成語
で、1972 年にドイツに設立されました。設立当初より市場に受け入れられ、現在では欧州
では 3 本の指に入るスピーカーメーカーとして確固たる地位を築いています。
CANTON の製品は「リビングで使われる」ことを前提にチューニングされており、音づ
くりは原音追求のもと長年の技術の蓄積によるクオリティーコントロールが全てのシリー
ズに成されています。また、スタイリッシュなプロポーションはインテリアに溶け込む上
質なデザインに仕上がっています。
取扱機種を拡充し、上級シリーズの「VENTO」5 機種とスタンダードシリーズ「ERGO」
5 機種の計 10 機種のラインアップとなります。

VENTO890-BH

VENTO820-BH

ERGO690-CH

ERGO620-CH

●ラインアップ一覧
型番
VENTO890-BH
VENTO880-BH
VENTO870-BH
VENTO820-BH
VENTO856-BH
LS-850.2
ERGO695-CH
ERGO690-CH
ERGO670-CH
ERGO620-CH
ERGO655-CH
LS-650

型式
タイプ
3ウェイ4スピーカー
フロアスタンディング
3ウェイ4スピーカー
フロアスタンディング
2.5ウェイ3スピ-カー
フロアスタンディング
2ウェイ2スピーカー
ブックシェルフ
2.5ウェイ3スピ-カー
センタースピーカー
VENTO820、856用スピーカースタンド
3ウェイ4スピーカー
フロアスタンディング
3ウェイ4スピーカー
フロアスタンディング
2.5ウェイ3スピ-カー
フロアスタンディング
2ウェイ2スピーカー
ブックシェルフ
2.5ウェイ3スピ-カー
センタースピーカー
ERGO620、655用スピーカースタンド

希望小売価格（税込）
217,800円（1台）
181,800円（1台）
170,000円（1台）
95,800円（1台）
130,800円（1台）
105,000円（2台）
174,800円（1台）
149,800円（1台）
113,700円（1台）
66,800円（1台）
96,800円（1台）
94,500円（2台）

●試聴会開催のお知らせ
CAV ジャパンでは 3 月の毎週土曜日に日暮里ショールームにて、CANTON の試聴会を
開催いたします。
日程：3 月 5 日（土）.12 日（土）.19 日（土）.26 日（土）
時間：各日とも 2 回/1 日、13：30 15：30
定員：5 名/1 回
試聴機種：VENTO890-BH、ERGO690-CH、ERGO620-CH
※先着順による事前申込み制です。詳細のご確認とお申込みは下記ホームページよりお願
いします。 ホームページアドレス：http://jp.cav-store.com/

--------------------------------------------------------------------------------

CAV ジャパン株式会社
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-5 光陽社ビル 8F
担当：金澤 Tel. 03-5850-6800 E-Mail : kanazawa@cav-japan.co.jp
商品に関するお問合せ： 0120-232-765
E-Mail： info@cav-japan.co.jp
ホームページアドレス：http://www.cav-japan.co.jp

●ラインアップのご紹介
「VENTO」
ピアノブラックの光沢ある上質なキャビネット。トールボーイの上位 3 機種は設置場所の
自由度を上げるため低音用バッフルをスピーカー底部に配置。グリルはブラック、布製。
VENTO890-BH

価格 217,000 円（1 台）

周波数帯域：20Hz～40KHz

3 ウエイ 4 スピーカー

出力音圧レベル：88.5db

フロアスタンディング

定格入力 180W/最大 340W

ユニット：25mm(Tw)×1、180mm(Mid)×1、200mm(Wo)×2
サイズ：1120(H)×250(W)×355(D)
インピーダンス：6Ω

VENTO880-BH

重量：28.6kg

クロスオーバーｆ：250、3000

価格 181,800 円（1 台）

周波数帯域：23Hz～40KHz

3 ウエイ 4 スピーカー

出力音圧レベル：87.5db

フロアスタンディング

定格入力 140W/最大 250W

ユニット：25mm(Tw)×1、160mm(Mid)×1、160mm(Wo)×2
サイズ：990(H)×195(W)×280(D)
インピーダンス：6Ω

VENTO870-BH

重量：23.0kg

クロスオーバーｆ：300、3000

価格 170,000 円（1 台）

周波数帯域：23Hz～40KHz

2.5 ウエイ 3 スピーカー

フロアスタンディング

出力音圧レベル：88db 定格入力 120W/最大 200W

ユニット：25mm(Tw)×1、180mm(Mid)×1、180mm(Wo)×1
サイズ：990(H)×220(W)×315(D)
インピーダンス：6Ω

VENTO820-BH

重量：23.0kg

クロスオーバーｆ：300、3000

価格 95,800 円（1 台）

周波数帯域：27Hz～40KHz

2 ウエイ 2 スピーカー

ブックシェルフ

出力音圧レベル：87db 定格入力 80W/最大 150W

ユニット：25mm(Tw)×1、180mm(Wo)×1
サイズ：360(H)×220(W)×315(D)
インピーダンス：6Ω

重量：8.7kg

クロスオーバーｆ：3000
※スタンド別売

VENTO856-BH

価格 130,800 円（1 台）

周波数帯域：32Hz～40KHz

2.5 ウエイ 3 スピーカー

出力音圧レベル：87.5db

センタースピーカー

定格入力 85W/最大 140W

ユニット：25mm(Tw)×1、160mm(Mid)×1、160mm(Wo)×1
サイズ：170(H)×500(W)×365(D)
インピーダンス：6Ω

重量：10.5kg

クロスオーバーｆ：350、3000
※スタンド別売

LS850.2 価格 105,000 円（2 台）

VENTO820、856 用スピーカースタンド

「ERGO」
チェリーブラウン木目調仕上げキャビネットのトラディショナルモデル。グリルはブラ
ックメタル。
ERGO695-CH

価格 174,800 円（1 台） 3 ウエイ 4 スピーカー

周波数帯域：20Hz～40KHz

フロアスタンディング

出力音圧レベル：89db 定格入力 200W/最大 350W

ユニット：25mm(Tw)×1、180mm(Mid)×1、220mm(Wo)×2
サイズ：1150(H)×260(W)×345(D)
インピーダンス：6Ω

ERGO690-CH

重量：32.2kg

クロスオーバーｆ：300、3500

価格 149,800 円（1 台） 3 ウエイ 4 スピーカー

周波数帯域：20Hz～40KHz

出力音圧レベル：88.3db

フロアスタンディング

定格入力 170W/最大 320W

ユニット：25mm(Tw)×1、180mm(Mid)×1、200mm(Wo)×2
サイズ：1050(H)×230(W)×305(D)
インピーダンス：6Ω

ERGO670-CH

重量：23.5kg

クロスオーバーｆ：300、3500

価格 113,700 円（1 台）

周波数帯域：25Hz～40KHz

2.5 ウエイ 3 スピーカー

出力音圧レベル：87.5db

フロアスタンディング

定格入力 110W/最大 170W

ユニット：25mm(Tw)×1、180mm(Mid)×1、180mm(Wo)×1
サイズ：950(H)×215(W)×285(D)
インピーダンス：6Ω

ERGO620-CH

重量：17.3kg

クロスオーバーｆ：300、3500

価格 66,800 円（1 台）

周波数帯域：33Hz～40KHz

2 ウエイ 2 スピーカー

出力音圧レベル：86.5db

ブックシェルフ

定格入力 70W/最大 130W

ユニット：25mm(Tw)×1、180mm(Wo)×1
サイズ：340(H)×205(W)×275(D)
インピーダンス：6Ω

重量：7.5kg

クロスオーバーｆ：3000
※スタンド別売

ERGO655-CH

価格 96,800 円（1 台）

周波数帯域：26Hz～40KHz

2.5 ウエイ 3 スピーカー

出力音圧レベル：87.9db

センタースピーカー

定格入力 110W/最大 160W

ユニット：25mm(Tw)×1、180mm(Mid)×1、180mm(Wo)×1
サイズ：205(H)×530(W)×285(D)
インピーダンス：6Ω

重量：10.5kg

クロスオーバーｆ：350、3000
※スタンド別売

LS-650 価格 94,500 円（2 台）

ERGO620、695 用スピーカースタンド

