高剛性・高制振技術でサポートする

NE W PRODUC T

CL series
New Audio Rack

音楽と暮らしを心地よくつなぐオーディオラック 〝CLシリーズ〞
全ての人に、新しい発見と、より良い空間を。
1 新制振機能 FC セパレートシステムを採用

New!

ハイカーボン鋳鉄
アッパースペーサー

棚

板

ハイカーボン鋳鉄
アンダースペーサー

■フラッグシップモデルCSRラック
の開発と、様々な研究で培った、
オーディオにとって理想的な制振
アプローチを採用。
●棚板を上下形状の異なるスペーサーで
サンドウィッチし、棚板間の分離感を
向上させた新構造。

2 日常のあらゆるシーンに沿ったデザイン

New!

■CLラック用に新しくデザインされた、ナチュラルで有機
的なシェイプの採用。
●音楽と日常の間に、Confort（心地よさ）を提案する３色展開。
●荷重テストで実証済みの、重量級にも対応可能な剛性がある
棚板。
ダークグレーメタリック ▶
ダークブラウンメタリック ▶
ライトパープル ▶

3 高さ調整機能付き鋳鉄脚部

4 制振によるビジュアル・シアターの画質改善

New!

New!

■中級モデル以上に搭載されている鋳鉄ローレットナッ
トを採用。

■TAOCの制振効果により、音質だけでなく、画質・明瞭
さを格段に改善。

●制振を維持したまま、本体の固定
と、微細な高さ調整が、同時可能。

●Blu-rayプレーヤーや、AVアンプのみならず、画質の改善に、
TAOCの制振が有効
▶ 音質の解像感とS/Nがアップします。
▶ 画質の明瞭感がアップします。

スタンダード脚

オプション脚

（床面とのガタツキがある場合に有効です。）

●XLシリーズで標準装備されている
鋳鉄スパイク＆プレートにカスタ
ムできます。中低域の解像感と、
高域のS/Nを飛躍的に高めます。

SP-510
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高剛性・高制振技術でサポートする

CL
S Type

シリーズ スタンダード
カラーバリエーション

LP ライトパープル

DB ダークブラウンメタリック

CL-1S-DB/DG/LP

157

207

● 重 量： 6kg ● 耐荷重：一段当たり100kgまで

CL-3S

64

● 重 量： 16kg ● 耐荷重：一段当たり100kgまで

207

CL-1S

CL-5S

207
798

CL-4S-DB/DG/LP

● 重 量： 21kg ● 耐荷重：一段当たり100kgまで
510

510

257

● 重 量： 26kg ● 耐荷重：一段当たり100kgまで、全体400kgまで

257
342

CL-5S-DB/DG/LP

CL-2S

CL-4S

W Type

カラーバリエーション

DB ダークブラウンメタリック

510

257

CL-3S-DB/DG/LP

510

207
976

● 重 量： 12kg ● 耐荷重：一段当たり100kgまで

207

257
570

340
520

CL-2S-DB/DG/LP

L Type

DG ダークグレーメタリック

600

カラーバリエーション

DG ダークグレーメタリック

DB ダークブラウンメタリック

CL-1L-DB/DG

DG ダークグレーメタリック

1680

● 重 量： 12kg ● 耐荷重：一段当たり150kgまで
340
520

CL-2L-DB/DG

● 重 量： 21kg ● 耐荷重：一段当たり150kgまで
1140

64
340
520

CL-1L

CL

510

CL-1W-DB/DG

CL-1W
510

257
342

257
342

64

510

▲写真は
三段にカスタマイズしています。

CL-2L

510

● 重 量： 18kg ● 耐荷重：一段当たり150kgまで
510

CL-2W-DB/DG

● 重 量： 32kg ● 耐荷重：一段当たり200kgまで

CL-2W

シリーズ カスタマイズ

追加ユニット

基本セットに、追加ユニットを足していくことで、お好みの支柱長さ・棚板サイズによる
オリジナルカスタムラックを作ることができます。
オリジナルカスタマイズラックの作り方

基本セット●最上段固定用 キャップボルト

追加ユニット
●棚板 ●支柱(支柱の長さは選べます。)
●ハイカーボン鋳鉄アッパースペーサー
●ハイカーボン鋳鉄アンダースペーサー
●支柱組み立てネジ

1.

基本セットを選びます。(CL-1S-※/1L-※/1W-※）

2.

追加ユニットを右の表から、お好みの段数選びます。



◆ 支柱の長さは、100～350㎜まで選択可能です。
◆ スタンダードとカスタマイズラック、同段数の場合は、どちらも同じ
価格です。
◆ Sサイズ+Wサイズ等、異なるサイズの組み合わせが可能です。
※ 安定の面から、ラックの全高は、150cm以下を推奨します。
全体耐荷重は400kgです。

追加ユニット
●棚板 ●支柱(支柱の長さは選べます。)
●ハイカーボン鋳鉄アッパースペーサー
●ハイカーボン鋳鉄アンダースペーサー
●支柱組み立てネジ

基本セット ●シリーズ各Typeの1段セットが基本セットです。
●最下段棚板 ●最上段固定用 キャップボルト
●鋳鉄ローレットナット ●鋳鉄脚

▲Sタイプ３段ラックの組み合わせ例です。

CL

CL-F410-DG

シリーズ名

支柱本数

支柱長さ

色

S type
CL-F410-DG/DB/LP <L:100mm>
CL-F415-DG/DB/LP <L:150mm>
CL-F420-DG/DB/LP <L:200mm>
CL-F425-DG/DB/LP <L:250mm>
CL-F430-DG/DB/LP <L:300mm>
CL-F435-DG/DB/LP <L:350mm>
L type
CL-F610-DG/DB <L:100mm>
CL-F615-DG/DB <L:150mm>
CL-F620-DG/DB <L:200mm>
CL-F625-DG/DB <L:250mm>
CL-F630-DG/DB <L:300mm>
CL-F635-DG/DB <L:350mm>
W type
CL-F810-DG/DB <L:100mm>
CL-F815-DG/DB <L:150mm>
CL-F820-DG/DB <L:200mm>
CL-F825-DG/DB <L:250mm>
CL-F830-DG/DB <L:300mm>
CL-F835-DG/DB <L:350mm>

シリーズ オプション

鋳鉄スパイク＆プレート

支柱セット

SP-510 (4個1組)

● 仕上：ブラックつや消し

●直径：30mm

〈L: 支柱の寸法です〉

CXL-S type用 ● 4本1組

CXL-L type用 ● 6本1組

CXL-W type用 ● 8本1組

CXL-P410 <L:100mm>
CXL-P415 <L:150mm>
CXL-P420 <L:200mm>
CXL-P425 <L:250mm>
CXL-P430 <L:300mm>
CXL-P435 <L:350mm>

CXL-P610 <L:100mm>
CXL-P615 <L:150mm>
CXL-P620 <L:200mm>
CXL-P625 <L:250mm>
CXL-P630 <L:300mm>
CXL-P635 <L:350mm>

CXL-P810 <L:100mm>
CXL-P815 <L:150mm>
CXL-P820 <L:200mm>
CXL-P825 <L:250mm>
CXL-P830 <L:300mm>
CXL-P835 <L:350mm>

〒473-8501 愛知県豊田市高丘新町天王1番地 TEL:0565-54-1272

http://www.hayami.co.jp
■ 東 京 /03-3664-2484 ■ 大阪 /06-6535-3450 ■ 仙台 /022-262-8939
■ 名古屋 /052-339-2291 ■ 滋賀 /0749-82-4334 ■ 福岡 /092-281-7838
注意 TAOC製品は重量があるため、取扱には十分ご注意ください。
※規格および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。 ※製品の色は、撮影、印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
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型番の見方

キャスター
● 静耐荷重：100kg/1個
● キャスター径：60mm (取付時寸法：65mm)

CS-120 (4個1組)
CS-122 (8個1組)
CS-123 (6個1組)

