新 商 品 ニ ュース
360 Reality Audio 対応ワイヤレススピーカー

部 屋 が 音 に 包 み 込 ま れ 、上 質 な 空 間 へ

360 Reality Audio 対応 ワイヤレススピーカー

360 Reality Audio 対応 ワイヤレススピーカー

SRS-RA5000

SRS-RA3000

オープン価格

オープン価格

全 方位 から音 が 降りそそぐ、新 体 験 。
360 Reality Audio とは

ソニーの空間音響技術を駆使した、新たな音楽体験。まるでアーティストがライブで演奏している場にいるような、臨場感
豊かな音場を実現します。Amazon Music HD やnugs.net などの対応音楽ストリーミングサービス＊1 ＊2 に加入し、
対応コン
▲ 詳しくは
スペシャルページへ

テンツを再生することで体感できます。

360 Reality Audioコンテンツを
ストリーミング再生で楽しむ ＊3 ＊4
SRS-RA5000

スピーカー 1台で部屋が高音質な音に満たされる
「全方位スピーカーシステム」

SRS-RA3000

SRS-RA5000

360 Reality Audio 対応のミュージックサービスのアプリをインストールしたスマー
トフォンとスピーカーをWi-Fi接続し、
アプリを使って、再生したい音楽を本機にキャ

6.1ch のスピーカーシステムが

臨場感豊かで広がりのある高音質と豊かな低音を実現

スト
（再生）
することで、
臨場感豊かな360 Reality Audioコンテンツを楽しめます。

普段聴いている音楽をより臨場感のある音で楽しめる
「Immersive AE
（Audio Enhancement）
」
イマーシブ オーディオ エンハンスメント

SRS-RA5000

SRS-RA3000

ソニー独自のアルゴリズムで、
通常の 2chコンテンツにおいて
も、より臨場感と広がりのある
サウンドで再生が可能です。
Immersive AEの使用イメージ

部屋の環境に合った最適な音楽が楽しめる
「サウンドキャリブレーション」
SRS-RA5000

約46mm口径
上向きスピーカー（×3）

【高音質再生を実現するスピーカー】
●

約46mm口径
ミッドスピーカー（×3）

●

3つの上向きスピーカーで高
さ方向の音場をつくり、さら
に3 つのミッドスピーカーで
水平方向の音場をつくって
立体的なサウンドを実現

高磁力ネオジウムマグネット
を使用。大音量時も低域の豊
かな表現力を実現
ソニー独自の「 MRC（発泡マ
イカ）」素材を振動板に採用。
軽量、高剛性かつ適度な内部
損失を備えた特性を実現

重低音を再生する
約70mm口径サブウーファー

SRS-RA3000

SRS-RA3000

スピーカーが周囲の環境を測定し、音のバランスを最適に補正。部屋のどこに置い

オムニディフュー ザ ーとビームトゥイーターが
部 屋を満たす立 体 的 な 音 場を実 現

ても環境に合った音楽が楽しめます。
※オートサウンドキャリブレーション
（電源を入れた後に音楽を流すと自動で補正）
はRA3000のみ対応
※RA5000は、
はじめて電源を入れたときに自動的に環境測定が始まります。環境測定をやり直したいときは、
「♪（サウンドモード）
／CAL（環境測定）
ボタン」を2秒以上タッチしたままにしてください
ベッドルーム

パウダールーム

オムニディフューザー

ビームトゥイーター（×2）

360度方向へ音を拡散

ビームトゥイーター上の穴から
出てくる波面が重なり合うこと
で、上部へと広がる音を生成。立
体的な音の広がりを実現

リビング

約80mm口径
フルレンジスピーカー

1 つのスピーカーで部屋を
満たす音の広がりを実現

重低音を増強する
パッシブラジエーター（×2）

※本機を動作させるには、
コンセントに接続する必要があります ＊1 いずれも定額課金制サービス。サービスのご利用に際し、月額料金がかかります ＊2 製品でご利用可能なサービスは、予告なく変更・停止・終了することがあります。また、第三
者が提供するサービスについて、
ソニーはいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください ＊3 本スピーカーで、360 Reality Audioの音楽を再生するには、Wi-Fiネットワーク接続が必要です。Bluetooth®接続では再生できません
＊4 Sony | Music Center で360 Reality Audioを提供しているストリーミングサービスを確認することができます。国や地域によってはサービスが存在しない場合があります

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

●本カタログ掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整費などは含まれていません

SRS-RA3000

SRS-RA5000

▲ RA5000について
詳しくはこちらへ

ブラック（ B ）

▲ RA3000について
詳しくはこちらへ

ブラック（ B ）／ ライトグレー（ H ）

360 Reality Audio 対応

360 Reality Audio 対応

6.1cｈの全方位スピーカーシステム

立体的な音場を実現するオムニディフューザーとビームトゥイーター搭載

サブウーファー搭載で豊かな低音

豊かな低音を響かせるパッシブラジエーター搭載

1
ハイレゾ対応＊（
S-Master HX 搭載）

防湿仕様＊2

音楽配信サービスもハイレゾ級高音質に再現する「 DSEE HX 」搭載＊3

音楽配信サービスも高音質に再現する「 DSEE 」搭載＊3

サウンドキャリブレーションで環境に合わせて音を最適化

オートサウンドキャリブレーションで環境に合わせて自動で音を最適化

■主な仕様

■主な仕様
音の特長

スピーカー部

スピーカーユニット
エンクロージャー方式

アンプ部

音の特長
上向きスピーカー×3（約 46mm×3 ）
ミッドスピーカー×3（約 46mm×3 ）
サブウーファー×1（約 70mm×1 ）
密閉型（上向きスピーカー、ミッドスピーカー）、
バスレフ型（サブウーファー）

デジタルアンプ
通信方式
対応コーデック
防湿

Bluetooth®
ユーザビリティ

NFC
入力端子
最大寸法（幅×高さ×奥行）
質量

基本性能

S-Master HX
● ver : 4.2
SBC/AAC
-

スピーカーユニット
エンクロージャー方式

アンプ部

デジタルアンプ

Bluetooth

®

ユーザビリティ

トゥイーター×2
パッシブラジエーター型

S-Master
● ver : 4.2

対応コーデック

SBC/AAC
●

NFC

-

入力端子
基本性能

フルレンジスピーカー×1（約80mm）

通信方式
防湿

●
ステレオミニジャック（オーディオ入力端子）
235×329×225mm
約 4.9kg

■ 主な付属品

スピーカー部

ステレオミニジャック（オーディオ入力端子）

最大寸法（幅×高さ×奥行）
質量

146×247×155mm
約 2.5kg

■ 主な付属品

ACアダプター（1）、電源コード（1）＊4

電源コード（1）＊4

＊1：対応のストリーミングサービスまたはAUDIO INへハイレゾ音源を入力した場合に楽しめます ＊2：防湿：防水仕様ではないため水辺で使用したり水滴や水しぶきにさらさないでください。また、浴槽やキッチンシンク、洗濯槽、
プール
などの近くでは使用しないでください（防湿性能については、特定の温度や湿度の条件に基づいた当社測定によるものです（35°
「DSEE」は、360 Reality Audioコンテンツには効きません
C/35%から95%）） ＊3:「DSEE HX」、
＊4:本機を動作させるには、
コンセントに接続する必要があります

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のために予告なく変更することがあります ●実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品のなかには地域により
品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえお選びください
商品購入時の注意 ●「保証書」の記載事項を必ず確認のうえ、大切に保管してください。保証書は取扱説明書内に印刷されています ●当社は、
アクティブスピーカーの補修用性能部品を製造打ち切り後
6年保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください ●製品でご利用可能なサービスは、予告なく変更・停止・終了することがありま
す。
また、第三者が提供するサービスについて、
ソニーはいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください
各社商標など ●SONYはソニー株式会社の商標です ●その他記載されているロゴ、
システム名、商品名は、各社および商標権者の登録商標あるいは商標です ●ソニーは日本オーディオ協会のハイレゾ
定義に準拠した製品にハイレゾロゴを冠して推奨しています。
ロゴは登録商標です
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