
商品仕様

型番

GRND-SPK S50 GRND-SPK300 303 GRND-SPK100Q19 GRND-SPK100A18 GRND-SPK YM608 GRAMO-TVSPK02-80 GRND-GMSPK300A23 GRND-SPK700HD111 GRND-SPK HD069 GRND-SPK100CS2043 GRAMO-TVSPK02-56 GRND-TVSPK04 GRND-TVSPK03 GRAMO-TVSPK01 GRAMO-SPK01

パッケージ

カラー

参考価格（税抜） 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円 3,980円 3,980円 3,980円 9,980円 13,800円 1,980円 3,980円 – – – –

商品名
LEDライト付き

2.1chミニスピーカー
360°スピーカー コンパクトスピーカー サウンドバースピーカー ワイヤレスマルチスピーカー サウンドバースピーカー

PCゲーミング

サウンドバースピーカー

2.1ch サブウーファー内蔵

サウンドバースピーカー

2.2ch ツインサブウーファー内蔵

サウンドバースピーカー
2.1ch ミニスピーカー サウンドバースピーカー

ワイヤレスサブウーファー付き

2.1ch サウンドバースピーカー

2.1ch サブウーファー内蔵

サウンドバースピーカー
テレビ用スピーカー 2.1ch スピーカー

特徴
サブウーファー付き

ブルーに光るLEDライト付き
360度 全方位に広がるサウンド ワイヤレス＆内蔵バッテリー式 ワイヤレス＆内蔵バッテリー式

スピーカー、目覚まし時計、

スマホ充電、ラジオの1台4役

大迫力20W

LEDディスプレイ付き

音質エフェクト機能付き

7種LEDライト付き

デュアルパッシブラジエーター構造

大迫力110W

LEDディスプレイ付き

音質エフェクト機能付き

大迫力120W

LEDディスプレイ付き

音質エフェクト機能付き

サブウーファー付き

LEDディスプレイ付き

大迫力20W

LEDディスプレイ付き

音質エフェクト機能付き

大迫力48W

LEDディスプレイ付き

音質エフェクト機能付き

大迫力80W

LEDディスプレイ付き

音質エフェクト機能付き

省スペース設計

ヘッドホン＆マイク端子付き

USB電源／AC電源の2電源方式

音が彩るフラッシュライト付き

ショルダーストラップ付属

JANコード BK：4589569124830 BK：4589569122850 BK：4589569122805
BK：4589569121877

GY：4589569121907
BK：4589569124601 BK：4589569120856 BK：4589569122133 BK：4589569122829 BK：4589569123789 BK：4589569121884 BK：4589569121457 GY：4589569121440 BK：4589569121433 BK：4589569120726 BK：4589569120634

本体サイズ

（W×D×H）

本体（サブウーファー）：

約135×135×140mm

スピーカー（1個あたり）：

約80×80×100mm

約Φ80×135mm 約174×50×67mm 約450×74×63mm 約196×130×62mm 約800×66×60mm 約418×81×76mm 約940×80×75mm 約975×158×85mm

本体（サブウーファー）：

約130×130×135mm

スピーカー（1個あたり）：

約80×77×100mm

約560×66×60mm

本体：

約750×62×60mm

サブウーファー：

約200×200×277mm

約900×78×70mm 約600×58×68mm 約Φ142×200×256mm

本体質量 約900g 約270g 約350g 約905g 約514g 約1260g 約928g 約2500g 約4700g 約900g 約800g
本体：約1390g

サブウーファー：約2060g
約2200g 約940g

防水規格 – IPX4（防水） IPX7（防水） – – – – – – – – – – – –

スピーカー部

チャンネル数 2.1ch – 2.0ch 2.0ch 2.0ch 2.0ch 2.0ch 2.1ch 2.2ch 2.1ch 2.0ch 2.1ch 2.1ch 2.0ch 2.1ch

スピーカーユニットサイズ Φ52mm×2+Φ78mm Φ50mm Φ45mm×2 Φ52㎜×2 Φ40mm×2 Φ50mm×2 Φ52mm×2 Φ57mm×2+Φ57mm×4 Φ57mm×4＋Φ89mm×2 Φ50mm×2+サブウーファーΦ76mm Φ50mm×2 Φ50mm×4+サブウーファーΦ130mm Φ50mm×2+Φ55mm×2 Φ52mm×2 Φ50㎜×2+サブウーファーΦ100㎜

再生周波数帯域 120Hz～20kHz 40Hz～20kHz 30Hz～20kHz 120Hz～20kHz 190Hz～18KHz 60Hz～18kHz 120Hz～20kHz 50Hz～20kHz 50Hz～20kHz 200Hz～18kHz 60Hz～18kHz 70Hz～15kHz 80Hz～20kHz 70Hz～20kHz

インピーダンス 11Ω 4Ω 4Ω 4Ω 4Ω＋4Ω 8Ω 8Ω 8Ω+4Ω 4Ω＋8Ω 11Ω 8Ω 4Ω×4+4Ω×1 4Ω×2+3Ω×2 4Ω

アンプ部

実用最大出力 16W（3W×2＋10W） 5W 10W（5W×2） 10W（5W×2） 9W（4.5W×2） 20W（10W×2） 14W（7W×2） 110W（15W×2）＋（20W×4） 120W（15W×4＋30W×2） 11W（3W×2）+（5W） 20W（10W×2） 48W（7W×4）＋（20W） 80W（20W×2）+（20W×2） 10W（5W×2） 11W（2W×2）+（7W）

通信仕様

Bluetooth Ver.5.3 Ver.5.0 Ver.5.0 Ver.5.0 Ver.5.0 Ver.4.2 Ver.5.1 Ver.5.0 Ver5.0＋EDR Ver.5.0 Ver.4.2 Ver.5.0 Ver.5.0 – –

対応プロファイル HFP、AVRCP、A2DP、GAP
HFP、AVCTP、A2DP、

AVDTP、AVRCP、GAVDP
HFP、AVRCP、A2DP

HSP、HFP、AVCTP、A2DP、

AVDTP、AVRC

HFP、AVCTP、A2DP、

AVRCP、AVDTP

AVCTP、A2DP、AVRCP、

AVDTP、GAVDP
HFP、AVRCP、A2DP、AVDTP

AVCTP、A2DP、AVRCP、

AVDTP、GAVDP

AVCTP、A2DP、AVRCP、

AVDTP、GAVDP

HSP、HFP、AVRCP、A2DP、

GAP、GAVDTP

AVCTP、A2DP、AVRCP、

AVDTP、GAVDP
AVCTP、A2DP

HSP、HFP、AVCTP、A2DP、

AVDTP、AVRCP
– –

対応コーデック SBC SBC、AAC SBC SBC SBC SBC SBC、AAC SBC、AAC SBC、AAC SBC SBC SBC SBC – –

使用周波数帯域 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) – –

受信距離 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約15m 約10m 約10m 約10m 約10m – –

送信出力 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 – –

電源部

電源接続図（参照）

電源
DC5V（TYPE-A）

USBポート付き AC充電器(別売)

DC5V（TYPE-A）

USBポート付き AC充電器(別売)

DC5V（TYPE-A）

USBポート付き AC充電器(別売)

DC5V（TYPE-A）

USBポート付き AC充電器(別売)
AC100V（アダプター） AC100ｰ240V（アダプター） AC100ｰ240V（アダプター） AC100ｰ240V（電源ケーブル） AC100ｰ240V（電源ケーブル）

DC5V（TYPE-A）

USBポート付き AC充電器(別売)
AC100ｰ240V（アダプター）

AC100ｰ240V（アダプター）

※サブウーファーも同じ仕様
AC100ｰ240V

DC5V（TYPE-A）

USBポート付き AC充電器(別売)
DC5V（micro USB）

電源端子（スピーカー本体） 有線接続 micro USB micro USB micro USB DC DC DC AC AC 有線接続 DC
DC

※サブウーファーも同じ仕様
有線接続 有線接続 micro USB

端子取付け図（参照）

入力端子 AUX AUX AUX AUX AUX AUX×2 AUX

AUX、OPTICAL（光デジタル）、

HDMI（ARC対応）、

COAX（同軸デジタル）

AUX、OPTICAL（光デジタル）、

HDMI（ARC対応）、

COAX（同軸デジタル）

AUX（直結式） AUX×2 AUX、OPTICAL（光デジタル）
AUX、OPTICAL（光デジタル）、

HDMI（ARC対応）
AUX（直結式） AUX

出力端子 － － － － USB － AUX － － － － － － － －

外部入力
microSDカード

※最大32GB対応

microSDカード

※最大64GB対応

microSDカード

※最大32GB対応

USBメモリ/microSDカード

※最大32GB対応
－

USBメモリ

※最大32GB対応
–

USBメモリ

※最大32GB対応

USBメモリ

※最大32GB対応

USBメモリ/microSDカード

※最大32GB対応

USBメモリ

※最大32GB対応

USBメモリ

※最大32GB対応

USBメモリ

※最大32GB対応
－ －

充電電圧 － DC5V 1200mAh DC5V 2000mAh DC5V 2000mAh － – – – – – – – – – DC5V 1800mAh

充電ポート － micro USB micro USB micro USB － – – – – – – – – – micro USB

充電時間 － 約3.0時間 約3.5時間 約4.0時間 － – – – – – – – – –

最大連続再生時間（※1） － 約8時間 約10時間 約10時間 － – – – – – – – – –

待機時間（※2） － 約40時間 約60時間 約50時間 － – – – – – – – – –

消費電力 11W 18W 120W 140W

機能一覧

FM放送受信 〇 〇 – – 〇 – – – – 〇 – 〇 – – 〇

音質エフェクト機能 – – – – – 〇（6パターン） – 〇（3パターン） 〇（3パターン） – 〇（6パターン） 〇（3パターン） 〇（4パターン） – –

その他

付属品 –
・microUSB電源ケーブル（約0.45m）

・AUXケーブル（約0.45m）

・microUSB電源ケーブル（約0.8m）

・AUXケーブル（約0.8m）

・カラビナフック

・USB電源ケーブル（約0.5m）

・AUXケーブル（約0.5m）

・ACアダプター（約1.5m）

・FMアンテナケーブル（約1.5m）

・ACアダプター

（出力19V 1.5A、約1.5m）

・AUX入力ケーブル（約1.5m）

・リモコン（動作確認用電池付き）

・ACアダプター

・AUXケーブル（約1.0m）

・電源ケーブル（約1.2m）

・AUXケーブル（約1.5m）

・光デジタルケーブル（約1.5m）

・リモコン（動作確認用電池付き）

・電源ケーブル（約1.2m）

・AUXケーブル（約1.5m）

・光デジタルケーブル（約1.5m）

・リモコン（動作確認用電池付き）

–

・ACアダプター

（出力19V 1A、約1.5m）

・AUXケーブル（約1.5m）

・リモコン（動作確認用電池付き）

・ACアダプター

（出力12V 1A、約2.0m）×2

・AUXケーブル（約1.5m）

・光デジタルケーブル（約1.5m）

・リモコン（動作確認用電池付き）

・AUXケーブル（約1.5m）

・光デジタルケーブル（約1.5m）

・リモコン（動作確認用電池付き）

・USB電源アダプター

（出力5V、2.0A）

・充電用USBケーブル

・3.5mmステレオミニプラグケーブル

・ショルダーストラップ

取扱説明書
ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード

保証期間 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月

発売日 2023年5月18日 2021年8月26日 2021年5月13日 2020年5月29日 2023年2月2日 2019年5月27日 2020年8月6日 2021年7月8日 2022年7月14日 2020年5月29日 2019年12月13日 2019年12月13日 2019年12月13日 2018年12月13日 2018年5月18日
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BK (ブラック)

GY (グレー)

（※1）使用時間は50％音量の条件にて算出。接続するBluetooth機器との距離が長い場合等、消費電力が増加するために再生時間が短くなる場合があります。



（※2）Bluetooth接続した状態で音楽再生せずに、スピーカーを放置した場合の持続時間。



スピーカー比較表

購入ページ – – – –BK (ブラック) BK (ブラック) BK (ブラック) BK (ブラック) BK (ブラック) BK (ブラック) BK (ブラック)BK (ブラック) BK (ブラック)BK (ブラック)

生産終了 生産終了 生産終了生産終了在庫限りNEW 在庫限りNEW 在庫限り 在庫限り
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