
2020 年 10 月 29 日 

カナルワークス株式会社  

～カナルワークスが耳型採取の不要なユニバーサルシェルでカラーリングやフィニッシュ
のカスタマイズを楽しめるセミカスタム IEM、CW-S シリーズをリリース～ 

 

 

3 ウェイ 4 ドライバ セミカスタム IEM CW-S32GRV 製作例 

※スペシャルフィニッシュ： シェルプレート メキシコ貝 

 

 

フルレンジ/シングルドライバ セミカスタム IEM CW-S02a 製作例 

※スペシャルフィニッシュ： シェルプレート ホワイトシェル 



2 ウェイ 2 ドライバドライバ セミカスタム IEM CW-S12aEX 製作例 

※スペシャルフィニッシュ： ウッドプレート クスノキ 

3 ウェイ 8 ドライバドライバ セミカスタム IEM CW-S73LV 製作例 

※スペシャルフィニッシュ： ラデン 

3 ウェイ 8 ドライバ セミカスタム IEM CW-S77 製作例 

※スペシャルフィニッシュ： フレークホログラム 

  



 

 

 

 

  

型番 

 

仕様 

 

付属品 

 

価格 

 

カナルワークスダ

イレクトショップ価

格(税込み) 

※オプションを除く 

発売日 

(受注開始

日) 

備考 

CW-S02a 

セミカスタム IEM 
構成：フルレンジ/シングルドライバ 

( Full range×1) 
インピーダンス：37Ω 

感度：117dB 

セミハードケー

ス、クリーニン

グクロス 

イヤーチップ

(S,M,L) 

オープン

プライス 
47,300 円 11 月 7 日 

 

CW-S12aEX 

セミカスタム IEM 
構成：2 ウェイ/2 ドライバ 

( Hi×1、Lo×1) 
インピーダンス：79Ω 

感度：121dB 

セミハードケー

ス、クリーニン

グクロス 

イヤーチップ

(S,M,L) 

オープン

プライス 
67,100 円 11 月 7 日 

 

CW-S32GRV 

セミカスタム IEM 

構成：3 ウェイ/4 ドライバ 
( Hi×1、Mid×1、Lo×2) 
インピーダンス：22Ω 

感度：121dB 

セミハードケー

ス、クリーニン

グクロス 

イヤーチップ

(S,M,L) 

オープン

プライス 
102,300 円 11 月 7 日 

 

CW-S73LV 

セミカスタム IEM 

構成：3 ウェイ/8 ドライバ 
(  Hi×4、Mid×2、Lo×2) 

インピーダンス：27Ω 

感度：114dB 

セミハードケー

ス、クリーニン

グクロス 

イヤーチップ

(S,M,L) 

オープン

プライス 
179,300 円 11 月 7 日 

 

CW-S77 

セミカスタム IEM 
構成：3 ウェイ/8 ドライバ 
(  Hi×4、Mid×2、Lo×2) 

インピーダンス：15Ω 
感度：118dB 

セミハードケー

ス、クリーニン

グクロス 

イヤーチップ

(S,M,L) 

オープン

プライス 
166,100 円 11 月 7 日 

 



【新商品ご案内】 

新しい CW-S シリーズは耳型採取を必要としないユニバーサルシェルでもカラーリングやフ

ィニッシュのカスタマイズを可能にしたセミカスタム IEM です。 

■カスタマイズオプション 

より良いフィッティングを選べるシェル形状選択オプション 

 長年多くの耳と向き合ってきたカスタム IEM の経験により、ユニバーサルシェルでも
快適なフィッティングが得られるよう新開発の 3 種類のシェルタイプを用意しました。
CW-S32GRV、CW-S73LV、CW-S77 の 3 モデルについてオプションでシェルを選択い
ただけます。(オプションを選択しない場合は弊社ユニバーサル IEM である CW-U シリ
ーズと同じ標準シェルになります。) 

選択できる 3 種類のシェルタイプ 

カラーリング 

 シェルカラーはカスタム IEM の場合の 25 種類のカラーのうち透明系の 6 色からご
選択いただけます。フェイスプレートカラーはカスタム IEM の場合と同じく全 25 色から
ご選択いただけます。 

スペシャルフィニッシュ 

 スペシャルフィニッシュとしてはメタルプレートやカーボンプレート、シェルプレート、ウ
ッドプレートなどのプレート系フィニッシュ、ゴールド、シルバー、ホログラムなどのグリッ
ター系フィニッシュ、プリントアートワークやカスタムエンブレム、カナルワークスの標準
エンブレム、ラインストーンを組み合わせてご選択いただけます。 

アクセサリ他 

 ケーブルは有線ケーブルの他に Bluetooth ケーブルもご選択いただけます。有線ケ
ーブルについては標準のステレオミニプラグの他に 4.4mm5 極や 2.5mm4 極のバラン
スケーブルもご選択いただけます。 



 

カラーリングの左右別組み合わせや複数のスペシャルフィニッシュの組み合わせが可能 

 

■シミュレーション 

 カスタマイズの仕上がりのイメージはカナルワ
ークスのウェブサイトにてシミュレーションをして
みることが可能です。PC やタブレット、スマートフ
ォンでも確認することが出来、そのままダイレクト
ショップで注文することもできます。 

https://www.canalworks.jp/simulation/ 

※現在準備中です。画像はカスタム IEM の場合
になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canalworks.jp/simulation/


■ベースモデルご案内 

CW-S02a 

 ベーシックなフルレンジとは思えない、豊かな低音と艶やかなボーカルの再生が楽
しめます。従来モデル CW-U02 から音響パーツを見直すことによって中高域がさらに
スムーズになり、ベールが 1 枚取れたような澄んだ音になりました。 

CW-S12aEX 

 2 ウェイ 2 ドライバで、明るく華やかな高音とキレのある低音を再生します。ポップや
ロックをエキサイティングに楽しめます。コンデンサにオーディオ用フィルムコンデンサ
を使用し、グレードアップした音質が楽しめます。 

CW-S32GRV 

 低域にハイパワーデュアルドライバを採用し 3 ウェイ 4 ドライバ構成にすることによ
って、体全体で音楽にのめり込めるようなノリの良いモデルに仕上げました。ジャズ、ロ
ック、ポップなどパワフルな低音により心地よいグルーブに包まれます。 

CW-S73LV 

 ライブの迫力ある臨場感を楽しめるように開発したモデルです。サブウーファーのよ
うな重低音を得る為にカナルワークス独自の高次音響フィルターを搭載しています。
POP や ROCK、ダンスミュージックなど幅広い音楽ジャンルにマッチします。 

CW-S77 

 本モデルは CW-L72 と同じく 3 ウェイ・8 ドライバの構成ながらロックやポップスなど
のダイナミックなコンテンツを生々しく再生するモデルに仕上げました。張りのある低
音、明瞭なボーカル、透き通る高域はステージモニターにも向いています。 

 

■ベースモデル共通の特長 

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、ユニ

バーサルシェ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 
ノズルは国内生産によるアルミの削り出し品を使用しています。高い精度と仕上がりの美し
さで安定した音質と所有する喜びを感じられます 

交換可能な 2Pin 仕様ヘビーデューティケーブル 

ケーブルはユニバーサル用に耳掛け部分のメモリーワイヤーの代わりに耳当たりの優しい

カール処理を施した新ケーブルを採用しました。本体側のプラグはカスタム版と同じく 2Pin

仕様でケーブル断線時の交換が行えます。 

Bluetooth ケーブルも選択可能 

Bluetooth Ver5.0 に準拠し、コーデックは SBC 以外に AAC、aptX / aptX LL にも対応して

います。ケーブル部分についても音質に配慮し 4N グレード(99.99%)無酸素銅導体ツイスト

ケーブルを採用しました。 

カナルワークスホームページ 

http://canalworks.jp/ 

アルミ削り出しノズル 

(CW-S02a、CW-S12aEX) 

アルミ削り出しノズル 

(CW-S32GRV、CW-S73LV、CW-S77) 

http://canalworks.jp/
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