
2021 年 4 月 16 日 

カナルワークス株式会社  

～カナルワークスが 3 ウェイ 16 ドライバのカスタムイヤホンとユニバーサルイヤホンをリ
リース～ 

 

 

3 ウェイ/16 ドライバ カスタム IEM CW-L91 

※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/16 ドライバ ユニバーサル IEM CW-U91 

  



 

3 ウェイ/16 ドライバ ユニバーサル IEM CW-U91BT2 

 

※ カスタム IEM は耳型採取費用が別途必要です。 

 

  

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) 

発売日 

(受注開始

日) 

備考 

CW-L91 

カスタム IEM 
構成：3 ウェイ/16 ドライバ 

( Hi×4, Mid×4, Lo×8) 
インピーダンス：12Ω 

感度：114dB 

セミハードケー

ス、クリーニン

グツール、クリ

ーニングクロス 

オープン

プライス 
247,500 円 4 月 24 日 

受注生産品 

CW-L91PSTS 

カスタム IEM 
構成：3 ウェイ/16 ドライバ 
( Hi×4, Mid×4, Lo×8) 

インピーダンス：12Ω 
感度：114dB 

パーソナルサウンドチューニングシ

ステム(PSTS)搭載モデル 

セミハードケー

ス、クリーニン

グツール、クリ

ーニングクロス 

オープン

プライス 
275,000 円 4 月 24 日 

受注生産品 

CW-U91 

ユニバーサル IEM 

構成：3 ウェイ/16 ドライバ 
( Hi×4, Mid×4, Lo×8) 
インピーダンス：12Ω 

感度：114dB 

セミハードケー

ス、イヤーチッ

プ(S,M,L) 

オープン

プライス 
198,000 円 4 月 24 日 

受注生産品 

CW-U91BT2 

ユニバーサル IEM 
構成：3 ウェイ/16 ドライバ 

( Hi×4, Mid×4, Lo×8) 
インピーダンス：12Ω 

感度：114dB  

ケーブル：2Pin 仕様 Bluetooth 5.0 
対応コーデック：SBC、AAC、 
Qualcomm aptX / aptX LL 

セミハードケー

ス、イヤーチッ

プ(S,M,L) オープン

プライス 
206,800 円 4 月 24 日 

Bluetooth ケー

ブルモデル 

受注生産品 



新商品ご案内 

【カスタムイヤーモニター CW-L91、CW-L91PSTS】 

～フルレンジとマルチウェイの良さを兼ね備えたリファレンスモニター～ 

 

●3Way 全体域において超小型のハイスピードバランスドアーマチュアドライバを共通採用す
ることによりナチュラルでワイドレンジなサウンドを実現 

●各帯域をクアッドドライブ、バイ・クワッドドライブ化することで低ひずみ、高ダイナミックレン
ジを実現 

●低域及び高域の量感を付属パーツセットの部品を交換することで調整できる PSTS(パーソ
ナル・サウンド・チューニング・システム)搭載モデルが復活。 

マルチウェイのレンジ感や音の厚みはロック、ポップには最適だが、フルオーケストラの再
生にはフォーカスの合った定位の得られるフルレンジが捨てがたい。カナルワークスはかね
てより様々なお客様のご要望に応えるべくシングルドライバやマルチウェイのモデルを数多く
取り揃えてまいりました。特に音像定位を重視するフルレンジモデルでは、より高いクォリティ
を求めて 4 基のバランスドアーマチュアドライバを並列に接続し、一基あたりの負荷を抑え低
ひずみを狙ったクアッドドライブモデル CW-L07QD+を導入し、ジャズ、クラシックファンにご好
評を得ています。今回はこのクアッドドライブを発展させ、フルレンジの良さとマルチウェイの
良さの両方を得るために、基本的な構成をマルチウェイとしながらも、その構成ドライバとして
複数の超小型ハイスピードバランスドアーマチュアドライバを各帯域共通に採用するというア
プローチをとりました。具体的には超小型のバランスドアーマチュアドライバユニット 4 基を一
つにまとめたクアッド BA ドライバを高域に 1 基、中域に 1 基、低域に 2 基、合計 16 基のドラ
イバ構成としました。これによりマルチウェイながらもナチュラルでひずみ感が少なく、音の粒
立ちが細やかな、リファレンスモニターと呼ぶにふさわしいオールジャンル対応のモデルが完
成しました。 

 

  

超小型のハイスピードクアッド BA ドライバ 



カナルワークスではマルチウェイモデルの一部に低域のネットワークパーツを交換して、好
みに合わせたチューニングを行うことが出来るパーソナルサウンドチューニングシステム
(PSTS)を導入しておりますが、ここ数年は海外のみでのお取り扱いとさせていただいておりま
した。今回は国内においても CW-L91 の低域だけでなく高域のネットワークパーツも交換、チ
ューニングできる新しいパーソナルサウンドチューニングシステム(PSTS)を搭載したモデル
CW-L91PSTS を用意しました。  

 

商品の仕様はお客様の好みに合わせシェルカラー、フェイスプレートカラー、スペシャルフ
ィニッシュ、Bluetooth を含むケーブル仕様などを多彩なオプションからお選びいただけます。 

 

【ユニバーサルイヤーモニター CW-U91, CW-U91BT2】 

カスタムモデルの CW-L91 と同じ構成ながら耳型採取の手間が要らないユニバーサルモデ

ル CW-U91, CW-U91BT2 も同時発売致します。 

カスタムモデルはオプションで Bluetooth ケーブル仕様もご選択いただけますが、ユニバー

サルモデル CW-U91 についても Bluetooth 仕様モデル CW-U91BT2 をご用意しました。

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。 

CW-U91、CW-U91BT2 の特長は以下の通りです。 

●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、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 

フェイスプレートに設けられた PSTS コネクタ 



●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。 

●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。皮脂などによる変色にも強くなりました。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。 

ご案内：弊社カスタム IEM は受注生産の商品ですが、今回ユニバーサルモデルの CW-U91, 

CW-U91BT2 につきましても受注生産の商品となりますことをご了承願います。 

 

【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） 

アルミ削り出しノズル 



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/ 

http://canalworks.jp/
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