


1954年、若い航空宇宙工学者Gene Czwerwinski(ジーン・サーウィンス
キー)は音楽に情熱を注ぎ、オーディオ界における究極の音響再現という目
標を掲げました。低音を聴くだけでなく感じられるライブ音響の感動を再
現したいという思いからCerwin Vegaは誕生しました。 
2014年に60周年を迎えたCerwin Vegaは伝説のハイファイスピーカー製
造会社として、創設以来 常にオーディオ界のリーダー的存在です。商品の
革新と上質の性能は、プロオーディオ専門家からハイファイ愛好家、そし
て熱烈なカーオーディオファンまで世界中のオーディオ愛好家から60年以

上もの間、絶大な支持を得ています。30Hzで130dBの能力を持つ18インチウーファーのような
多くの先駆的技術革新は50年代当時、誰もが知らなかった大変画期的なものでした。1957年
Cerwin Vegaは世界で初めて「10,000Wソナーアンプに受けた回路用」のハイファイサウンド
半導体増幅器を開発しました。 

ダイナミックな音響の革新がますます有名になった10年後、Cerwin Vegaは急速に群を抜いた
スピーカーとシステムデザインブランドとなり、Fender, Acoustic,Sunn,Voxなどの一流ブラン
ドの製造会社となりました。映画「大地震」の上映と同時に発表された「センサラウンド方式」
という音響効果における劇的な革新が更なる成功をもたらしました。Cerwin Vegaのアンプと
サブウーファーを活かしたパワフルな低音ユニットの特殊音響は、映画館をまさに大地震のよう
に振動させました。Cerwin Vegaはこの革命により技術部門でアカデミー賞を受賞しました。 

60年以上かけて築き上げられた究極の音響体感再現専門技術はこれからも受け継がれます。最
新カーオーディオの革新と進歩と共にCerwin Vegaは新しいことに挑戦し続けます。ストローカー
プロアンプとサブウーファーをお見逃しなく。受け継がれてきたものを深く尊重し、最新の技術
とデザインの進歩を取り入れつつ、ストローカープロシリーズはCerwin Vega60周年記念のエ
キサイティングな新商品を数々リードします。また2011年にはギターの名門「Gibson」グルー
プの一員となり数多くのアーティストとコラボレーションを実現しています。

ABOUT Cerwin Vega    (サーウィンベガの歴史)

FEATURED ARTISTS & VENUES    (コラボレーションしているアーティストやお店)

表紙   Model : Go Ueda  (Pro Skater)    Photo : Yoshifumi Shimizu



ストローカー シリーズ

ST122D定価 89,640円(税込) 83,000円(税別) 
30cmサブウーファー 
定格入力:1000W 最大入力:2000W  出力音圧レベ
ル:84.6dB  インピーダンス:DVC 2Ω  取付口径:283mm  
取付奥行サイズ:206mm 

ST152D定価 111,240円(税込) 103,000円(税別)★ 
38cmサブウーファー 
定格入力:1200W 最大入力:2400W  出力音圧レベル:89dB  イン
ピーダンス:DVC 2Ω  取付口径:357mm  取付奥行サイ
ズ:241mm                                        ★納期、お問合せください。

ST65C 定価 77,760円(税込) 76,000円(税別) 
16.5cmセパレートスピーカー 
定格入力:125W 最大入力:400W  出力音圧レベル:95dB  
周波数特性:55～20kHz  取付口径:142mm  取付奥行サ
イズ:77mm  *25mmシルクドームツィーター

SPRO1400.4 定価 113,400円(税込) 105,000円(税別) 
4チャンネルAB級パワーアンプ 
定格出力:175W×4@4Ω  最大出力:350W×4  周波数特性:10～30kHz  
SN比:90dB  高調波歪率:0.1%  入力感度:0.2～5V  サイズ
488×260×71mm   *リモートベースコントロール付属

SPRO3100.1 定価 194,400円(税込) 180,000円(税別) 
1チャンネルD級パワーアンプ 
定格出力:3100W×1@1Ω  周波数特性:10～250Hz  SN比:90dB  高調波
歪率:0.1%  入力感度:0.2～5V  サイズ528×260×71mm  *リモートベー
スコントロール付属



 

V465C   定価 37,800円(税込) ¥35,000(税別) 
16.5cmセパレートスピーカー 
定格入力:100W 最大入力:400W  出力音圧レベル:94dB  
インピーダンス:4Ω  周波数特性:55～20kHz  取付口
径:144mm  取付奥行サイズ:71mm *25mmチタンドー
ムツィーター

V102DV2   定価27,000円(税込) 25,000円(税別) 
25cmサブウーファー 
定格入力:400W 最大入力1100W  出力音圧レベル:85dB  
インピーダンス:DVC2Ω  取付口径サイズ:224mm  取付奥
行サイズ:138mm 
*インピーダンス切り替えジャンパーピン

ベガ シリーズ 

V122DV2    定価29,160円(税込) ¥27,000(税別) 
30cmサブウーファー 
定格入力:450W 最大入力1300W  出力音圧レベル:84.8dB  
インピーダンス:DVC2Ω  取付口径サイズ:272mm  取付奥行
サイズ:144mm  
*インピーダンス切り替えジャンパーピン

V465     定価32,400円(税込) ¥30,000(税別) 
16.5cmコアキシャルスピーカー 
定格入力:75W 最大入力:400W  出力音圧レベル:85dB  
インピーダンス:4Ω  周波数特性:55～20kHz  取付口
径:144mm  取付奥行サイズ:71mm  *25mmチタンドー
ムツィーター  *ハイパス/ローパス回路



ウルトラコンパクトパワーアンプの代名詞 
ステルスボンバー   B50 シリーズ 

ステルス戦闘機を彷彿させるインストール後のアンプの存在。ボディ
サイズは、車内のどんな狭いスペースにもインストールを可能とする
レベル。ただ逆に音の存在はこの10×20×3.5cm程の大きさから出て
いるとは信じられないパワーと音質。カーオーディオにインストール
のスペースを犠牲にしたくないがいい音楽を楽しみたいというわがま
まな声から誕生しました。

B52    2チャンネルD級パワーアンプ 
定価43,200円(税込) 40,000円(税別) 
定格出力:200W×2@4Ω  400W×1@4Ωブリッジ 
周波数特性:10～33kHz  SN比:101.7dB   
高調波歪率:0.25%  入力感度:0.2～10V   
サイズ:178×102×36mm *リモートベースコントロール付属 

B54    4チャンネルD級パワーアンプ 
定価43,200円(税込) 40,000円(税別) 
定格出力:80W×4@4Ω  300W×2@4Ωブリッジ 
周波数特性:10～33kHz  SN比:101.7dB   
高調波歪率:0.25%  入力感度:0.2～10V   
サイズ:221×102×36mm   

B51    1チャンネルD級パワーアンプ 
定価43,200円(税込)  40,000円 
定格出力:300W×1@4Ω  500W×1@2Ω 
周波数特性:10～33kHz  SN比:101.7dB   
高調波歪率:0.25%  入力感度:0.2～10V   
サイズ:178×102×36mm *リモートベースコントロール付属



「SEMA GLOBAL MEDIA AWARD 2015 受賞」 
サーウィン ベガは 2015年に開催されたSEMA SHOWで、パワードサブウーファー”VPAS10”が SEMA GLOBAL 
MEDIA AWARDを受賞しました。 
20cmと同等の大きさのボディに25cmのウーファーを搭載し、より良いパワーと低い低音を再現さ
せるVPAS10。サイズは 345×245×65mmとコンパクト、ケースはアルミダイキャ
スト製と強固です。最 大出力は450W。赤いエッジがVEGAシリーズ
を彷彿させます。

SEMA GLOBAL MEDIA AWARDとは 
2004年のSEMA Showから行なわれて
いる審査で、世界中のジャーナリストが
ロスアンゼルスに集まり、約2000種も
の新製品の中から選ばれるのです。

レッドカラーロールエッジ

*リモートベースコントロール付属

VPAS10   
25cmパワードサブウーファー           ¥41,040(税込)   ¥38,000(税別) 
定格入力:200W  最大入力:450W  クロスオーバー(ローパス):75～150Hz  位相切替スイッチ:0°～180° 
サイズ:345×245×65mm  ※ハイインプット対応  ※パワーケーブル別売り *8ゲージパワーケーブルダイレクトイン

入出力端子部



SM52   
¥52,920(税込)   ¥49,000-(税別) 
13cmマリーングレードコアキシャルスピーカー 
定格入力:50W  最大入力:250W  RGB LED 25mmチタンドーム
ツィーター  UVコートウォータープルーフペーパーコーン  専用グ
リル付属 

SM65   
¥52,920(税込)     ¥49,000-(税別) 
16.5cmマリーングレードコアキシャルスピーカー 
定格入力:75W  最大入力:400W  RGB LED 25mmチタンドーム
ツィーター  UVコートウォータープルーフペーパーコーン  専用グ
リル付属

RPMシリーズ スピーカー 
Recreation . Powersport . Marine . の頭文字
をとってRPMシリーズと名付けられたcerwin 
vegaの新しいラインナップ。アウトドアやマリー
ンスポーツ、バイクを楽しむ方への新しい提案で
す。



船だけでなくバギーやカート、店舗音響、イベント音響にも最適なcerwin vegaのマリーン用スピーカー。
ロールゲージやパイプに固定可能な金具付きで、キャビネットは樹脂製で音質と防水(防滴)性を兼ね備え
ています。マルチカラーのLEDがビルトインされていて音と光の演出が可能です。 

20cm  マリーンキャニスター (パッシブラジエーター付) 
SMC8W(□ホワイト)       SMC65B(◾ ブラック)       
定格入力:100W  最大入力:500W   
定価 ¥128,520(税込)   ¥119,000(税別) 

16.5cm  マリーンキャニスター (パッシブラジエーター付) 
SMC65W(□ホワイト)       SMC65B(◾ ブラック) 
定格入力:75W  最大入力:400W 
 定価 ¥106,920(税込)    ¥99,000(税別)

マリーンキャニスター



IOEMHL  
定価  16,200円(税込)    15,000円(税別) 
ラインドライバー / ハイローコンバーター 
最大出力:10V  高調波歪率:0.01%  入力インピーダン
ス:>20KΩ  出力インピーダンス:>30kΩ  SN比:87dB 
RCA入力/スピーカー入力系統:L/R1系統(2チャンネル) 
サイズ:77×88×28mm *クリップインジケーター

CAK0 
定価 27,000円(税込)   25,000円(税別)    
0ゲージパワーアンプ配線キット 200A対応 
パワーケーブル(赤)5.1m  グランドケーブル(黒)0.9m  リモート
ケーブル 5.0m 
RCAケーブル5.1m  スピーカーケーブル6.0m

CAK4 
定価 17,280円(税込)   16,000円(税別) 
4ゲージパワーアンプ配線キット 100A対応 
パワーケーブル(赤)5.1m  グランドケーブル(黒)0.9m  リモート
ケーブル 5.0m 
RCAケーブル5.1m  スピーカーケーブル6.0m

CAK8 
定価 14,040円(税込)   13,000円(税別) 
8ゲージパワーアンプ配線キット 60A対応 
パワーケーブル(赤)5.1m  グランドケーブル(黒)0.9m  リモート
ケーブル 5.0m 
RCAケーブル5.1m  スピーカーケーブル6.0m

ラインドライバー  /  配線キット



ユナイテッドサウンド   〒344-0056   埼玉県春日部市新方袋87   Tel.050-3532-9055 Fax.048-761-5836


