2018 年 10 月 5 日
カナルワークス株式会社

～カナルワークスがユニバーサルイヤホンのフラッグシップモデルと 2Pin 仕様
Bluetooth ケーブル、Bluetooth ケーブル組み合わせモデルをリリース～

～パワフルなチューニングでロック、ポップスに最適な CW-U77～

3 ウェイ/8 ドライバ ユニバーサル IEM CW-U77

～カスタム IEM との組み合わせに最適な 2Pin 仕様 Bluetooth ケーブル～

ワイヤレスケーブル HC-M100BTCW

～Bluetooth ワイヤレス仕様のユニバーサルイヤホン～

3 ウェイ/8 ドライバ ユニバーサル IEM CW-U77BT

～Bluetooth ワイヤレス仕様のユニバーサルイヤホン～

2 ウェイ/2 ドライバ ユニバーサル IEM CW-U12aEXBT

～Bluetooth ワイヤレス仕様のユニバーサルイヤホン～

フルレンジ/シングルドライバ ユニバーサル IEM CW-U02BT

型番

CW-U77

CW-U77BT

CW-U12aEXBT

CW-U02BT

HCM100BTCW

仕様

付属品

カスタム IEM
構成：3 ウェイ/8 ドライバ
(Lo×2, Mid×2, Hi×4)
インピーダンス：15Ω
感度：118dB
カスタム IEM
構成：3 ウェイ/8 ドライバ
(Lo×2, Mid×2, Hi×4)
インピーダンス：15Ω
感度：118dB
ユニバーサル IEM
構成：2 ウェイ/2 ドライバ
(Lo×1, Hi×1)
インピーダンス：79Ω
感度：121dB
ユニバーサル IEM
構成：フルレンジ/1 ドライバ
インピーダンス：37Ω
感度：117dB
ワイヤレスケーブル
通信方式：Bluetooth Ver4.1
対応コーデック：SBC,AAC、
Qualcomm aptX audio
コネクタ：2Pin コネクタ

セミハードケース、イヤー
チップ(S,M,L)

セミハードケース、イヤー
チップ(S,M,L)

セミハードケース、イヤー
チップ(S,M,L)

セミハードケース、イヤー
チップ(S,M,L)

クリップ、ポーチ、マイクロ
USB 充電ケーブル

カナルワークス
ダイレクトショッ
プ価格(税別)

発売日
(受注開始
日)

オープン
プライス

148,000 円

10 月 27 日

オープン
プライス

153,000 円

10 月 27 日

オープン
プライス

63,000 円

10 月 27 日

オープン
プライス

45,000 円

10 月 27 日

オープン
プライス

12,000 円

10 月 27 日

価格

備考

カスタム IEM 新カスタマイズオプション
オプション名

詳細

価格(税別)

カナルワークスオンラ
インショップ価格(税
別)

受け付け開始日

Galaxy Gold

限定仕様
シェル：スモーク
フェイスプレート：ブラ
ックとの固定組み合
わせ

オープンプライス

左右セット：10,000 円

10 月 27 日

Galaxy Silver

限定仕様
シェル：スモーク
フェイスプレート：ブラ
ックとの固定組み合
わせ

オープンプライス

左右セット：10,000 円

10 月 27 日

カスタム IEM 限定フィニッシュ 「Galaxy Gold」

カスタム IEM 限定フィニッシュ 「Galaxy Silver」

【新商品ご案内】
弊社は 2010 年より、カスタムインイヤーモニター(カスタム IEM)では数少ない国内メーカー
として製作・販売を始め、フルレンジシングルドライバから 3 ウェイ 8 ドライバまでチューニン
グにそれぞれ特徴を持たせたラインナップをご用意し、お客様のご要望に応えてまいりまし
た。
この度、弊社の長年にわたるカスタム IEM 製作の経験を活かしカスタムのマルチドライバ
フラッグシップモデルをフィッティングの良いユニバーサルモデルに改めて仕上げました。ま
た、長らくお客様よりご要望の多かったカスタム IEM のワイヤレス化を実現する 2Pin 仕様の
Bluetooth ケーブルも発売致します。
【ユニバーサルイヤーモニター CW-U77】
～カスタム IEM のフラッグシップモデル CW-L77 をユニバーサル化！
パワフルなチューニングでロック、ポップスに最適～
昨年秋に新たなフラッグシップモデル CW-L72, CW-L77 を発売しました。ニュートラルチュー
ニングの CW-L72, ダイナミックなチューニングの CW-L77 のいずれも発売以来ご好評頂い
ており、オーディオファンの方はもとよりステージなどの業務用でもご支持いただく弊社のヒッ
ト商品となりました。今回はそのフラッグシップモデルのうち CW-L77 をユニバーサル化し、新
たに CW-U77 として発売致します。
CW-U77 は 3 ウェイ/8 ドライバの仕様で以下の特長を持っています。
●カスタム IEM を連想させるデザイン
シェルの透明度などカスタム IEM の仕上がりの品質ではご好評をいだいていますが、今回
のユニバーサルモデルでもカスタムと同じように一つ一つハンドメイドで製作しています。シ
ェルの形状については今まで数多くの耳型と向き合ってきた経験と資産を活かし、より多く
の方にフィットする形状を実現しました。

カナルワークスで保管している耳型

●アルミ削り出し加工による高精度ノズル
ユニバーサルのノズルはイヤーチップ装備のためのクリアランスを必要とするため、より小
口径化する必要がありますが、最先端の NC 切削加工によりカスタムと同等の特性を持つ
2 穴アルミ削り出しノズルを開発、これを実現しました。

アルミ削り出しノズル

●交換可能な 2Pin 仕様ヘビーデューティケーブル
ケーブルもカスタム用と全く共通のものを使用しています。本体側のプラグは 2Pin 仕様で
ケーブル断線時の交換が行えます。

【ワイヤレスケーブル HC-M100BTCW】
～カスタム IEM との組み合わせに最適な 2Pin 仕様 Bluetooth ケーブル～
昨今の Bluetooth によるワイヤレスイヤホンの普及に伴い、カスタム IEM においても手軽に
使用できる高品質なワイヤレスソリューションの要望をお客様より頂いておりました。この度
導入するワイヤレスケーブルは弊社や多くのカスタム IEM ブランドで採用されている 2Pin 仕
様の Bluetooth ケーブルになります。商品化にあたってはラディウス株式会社の協力により、
弊社のカスタム IEM に合わせて 2Pin 仕様のコネクタを部品レベルから開発していただきまし
た。Bluetooth Ver4.1 に準拠し、コーデックは SBC 以外に AAC、aptX にも対応しています。こ
のワイヤレスケーブルは単品での販売以外に、カスタム IEM の純正カスタマイズオプションと
して選択していただけるほか、今回発売したユニバーサルイヤーモニターCW-U77、昨年来好
評発売中のユニバーサルイヤーモニターCW-U02, CW-U12aEX のワイヤレス版も CWU77BT、CW-U02BT, CW-U12aEXBT として展開致します。
【新カスタマイズオプションのご案内】
カスタム IEM の新しいカスタマイズオプションとして昨年よりご好評を頂いているリミテッドエ
ディションシリーズの「Blue Snow」に加え、「Galaxy Gold」,「Galaxy Silver」を追加しました。
「Galaxy Gold」,「Galaxy Silver」は限定フィニッシュでシェルカラーがスモーク、フェイスプレ
ートカラーがブラックに固定のセットフィニッシュです。無限に広がりゆく宇宙空間をメタルイ
ンゴットと複数のグリッターで表現しました。
【販売終了モデルのお知らせ】
２０１8 年１０月末をもって以下のモデルが販売終了になります。
CW-L52PSTS、CW-L72PSTS、CW-L77PSTS

【カナルワークスカスタム IEM 共通仕様】※ご案内済み
交換可能なコネクタ付きケーブル

本体とケーブルはコネクタ接続としましたので、長期使用での断線時にも交換対応が可能です。
ケーブルのコネクタ部分にはより良い耳へのフィット感が得られるメモリーワイヤーを内蔵していま
す。
ケーブル長は 127cm、162cm、68cm カラーはクリアとブラックから選択いただけます。
またバランス接続のご要望に対応し、付属ケーブルを 2.5mm4 極または 4.4mm5 極のバランス接
続対応プラグに交換するオプションサービスもございます。

シェル・フェイスプレート（本体）カラーバリエーション
本体の色は 25 色のカラーバリエーションからお客様の好みに合わせ自由に選択いただけま
す。
個性を演出する豊富なオプション（費用別途）
ウッドプレート、カスタムエンブレム、シェルプレートやリアルカーボンプレート、メタルプレー
ト、ラインストーン、プリントアートワーク等、個性を演出する豊富なオプションをご用意してい
ます。

カナルワークスホームページ
http://canalworks.jp/

