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ダイヤモンドオーディオはアメリカのカーオーディ
オブランドとして、1994年、ボブ・ダイヤモンド
によって始められました。 

彼の音質へのこだわりは製品開発やデザインに反
映され様々な特徴ある製品を生み出しました。 

ダイヤモンドオーディオは新旧のダイヤモンドオーディオマニアのために、
ボブ・ダイヤモンドの思想である”アーティストの想いを聴く”というこ
とだけを考えて、20年以上たった今でもアメリカでの製品開発を行い続
けています。 

そして、現在は新しい製品開発のリーダーとしてラリー・フレデリック
を迎え、小型で高音質なD級パワーアンプの開発や伝説的なスピーカーの
リプロダクト、容易にインストールできるOEMスピーカーなどの開発を
行なっています。

Hear the music.

New Product Development 
Diamond Audio 
ラリー・フレデリック



ダイヤモンドオーディオの最高峰、HEX PROシリーズの名前を
受けたHEXPRO631DI。コンペティションを視野に入れたこの
ディアマンテは今までのダイヤモンドオーディオとは全くちがっ
たアプローチ方法で開発されました。アルミのフレームは削りだ
され、ひとつひとつ造られていきます。 

                     本体価格 ¥648,000-(税込)    ¥600,000-(税抜)

Italian diamond. The name is also Diamante.

HEXPRO631DI



ダイヤモンドオーディオの世界限定生産品。HEX631DIは
HEXPRO631DIの廉価版ではありません。固有音をさせないよ
うに考えられた樹脂フレーム、ユニークな2.5インチスコーカー
と、このスピーカーにしか奏でられない魅力があります。 

                     本体価格 ¥270,000-(税込)    ¥250,000-(税抜)

When it isn't this loudspeaker, there is 
sound which can't be heard.

HEX631DI



ダイヤモンドオーディオの最高峰、HEX PROシリーズ HXP65。
かつて日本でも話題となったD9シリーズ。そのD9のツィーター
の存在感をそのままにブラッシュアップしました。MIDのTDXテ
クノロジーは健在で、その再生される音はハイパワー、ハイレス
ポンス。そのサウンドはまるで光り輝くダイヤモンドのようです 
                     本体価格 ¥270,000-(税込)    ¥250,000-(税抜)

The sound is like a diamond which beams.



ダイヤモンドオーディオHEX PROシリーズやHEX Classicシリー
ズに最適化を計ったサブウーファーがこのHXP122。マグネット
は内磁型、3.5インチボイスコイルに収められます。どんなハイレ
スポンス、ハイスピードなスピーカーにも遅れをとりません。   
ミッドレンジをそのまま巨大化したような構造は、ダイヤモンド
オーディオが高音質のブランドだということを証明しています。 
                     本体価格 ¥162,000-(税込)    ¥150,000-(税抜)

Woofer of the past best of a diamond.



ダイヤモンドオーディオの代名詞でもあるHEX。そのHEXの名前
を与えられたHXシリーズのパワーアンプ、HX400.2。2チャンネ
ルモデルの出力は200w × 2 とハイパワー。テキサス・インスツル
メンツ、バーブラウンのオペアンプを搭載するなどD級でありあが
らアナログパーツにもこだわりをもったアンプは、HEXはもちろん
HEX PROのスピーカーにも最適でしょう。 
                        本体価格 ¥118,800-(税込)   ¥110,000-(税抜)

The name of HEX, the amplifier which put on a crown.



ダイヤモンドオーディオの代名詞でもあるHEX。そのHEXの名前
を与えられたHXシリーズのパワーアンプ、HX480.4。4チャンネ
ルのモデルHX480.4は定格出力120w × 4 の高出力。テキサス・
インスツルメンツ、バーブラウンのオペアンプを搭載するなどD級
でありあがらアナログの部分にもこだわりをもったアンプは、
HX400.2同様、HEXはもちろんHEX PROのスピーカーにも最適
でしょう。 
                       本体価格  ¥118,800-(税込)   ¥110,000-(税抜)

The name of HEX, the amplifier which put on a crown.

HX480.4



高音質ブランドとして20年の歴史を刻んできたDiamond AudioのHEX
シリーズのスピーカー。ハニカムコーンミッドレンジスピーカーとアルミ
ドームツィーターという変わらないフォルム、変わらないサウンド。HEX
シリーズスピーカーはまさに何も変わらず、2017年ユナイテッドサウン
ドを通じて「H600A Classic」として日本に再上陸いたしました。 
                              本体価格 ¥129,600-(税込)     ¥120,000-(税抜)

You haven't changed at all.



ダイヤモンドオーディオのラインナップのなかでエリートと名付けられたその理由は… 
このスピーカーがどんなアンプとの組合せをした場合でもアンプのパワーに対して幅広い対応が
出来るように設計されているということ、純正スピーカーからのグレードアップにもフレームの大
きさ・深さなどにおいてもパーフェクトにフィットするということ。 ダイヤモンドエリートは音
においても取付けの難しさにおいてもとても万能なスピーカーです。 

・カーボンファイバー製 コーン ・25mmアルミドームツィーター ・ABS樹脂フレーム ・-18dB/octクロ
スオーバーネットワーク 
・定格入力 60W ・最大入力 120W・周波数特性69-20kHz ・出力音圧レベル87dB・0,-2dB切替アッ
テネーター ・0,180位相切替 ・取付穴径140.6mm ・取付奥行 57.5mm 

                     本体価格 ¥64,800-(税込)    ¥60,000-(税抜)

The loudspeaker called an Elite.

DE65C



ダイヤモンドオーディオの音を作っている特徴のひとつともいえ
るアルミドームツィーター。日本での展開はマルチシステムに対
応するべくユニットでのラインナップを設定しました。ずっと言
われている「ダイヤモンドはアルミじゃないと。」をより手に入
れていただきやすく。25mmツィーターは再生レンジも広くミッ
ドとのつながりもスムーズです。 

                     本体価格 ¥21,600-(税込)    ¥20,000-(税抜)

Get Diamond Audio sound by this tweeter!

DESTAK



ダイヤモンドオーディオの日本でのラインナップで3インチのス
コーカーはこのDMD35。音が良いだけでなく3種類の取付けプ
レートを同梱。BMWやメルセデスベンツにも対応したスピーカー
です。振動板の素材は16.5cmと同一素材で音色を統一させるこ
とでのバランスの良さも特徴といえるでしょう。 

                     本体価格 ¥32,400-(税込)    ¥30,000-(税抜)

I'd like sound for a squawker of Diamond Audio 
and installation is also considered.

DMD35



ダイヤモンドオーディオの最も入門的なスピーカーD65Jですが、
このスピーカーにも”Hear The Music.”の思想は組み込まれてい
ます。このDMD65JもDMD35J同様に音は良いのはもちろんで、
フレームの寸法やマグネットの大きさなどの取付性の考えられた
スピーカーです。 

                     本体価格 ¥32,400-(税込)    ¥30,000-(税抜)

This is a sound of entering most diamond audio.

DMD65J



ダイヤモンドオーディオの最も入門的なスピーカーの6×9インチ
のアメ車などに対応したスピーカー。Jeepやダッジなどの純正ス
ピーカーにトレードイン可能。6×9インチならではの低音再生能
力を活かした音作りも可能です。 

                     本体価格 ¥43,200-(税込)    ¥40,000-(税抜)

This is a sound of entering most diamond audio.

DMD69J



ダイヤモンドオーディオの薄型サブウーファーは、決して薄型だから低音
の再生能力が低いとは言わせません。約8㌢の奥行きの中に詰め込まれた
技術とノウハウ。平面振動板ならではのレスポンスの良さ、硬めに設計さ
れた駆動部小さなエンクロージャーでしっかり鳴らすために考え抜かれて
います。ユニークなグリルも付属しラゲッジに埋め込んだ場合のウーファー
を守ることも考えられています。今回からインピーダンス切替式のシング
ルターミナルを採用となりました。25㌢ 2ΩDVC、推奨ボックス容量は
シールドで11Lです。 
                     本体価格 ¥32,400-(税込)    ¥30,000-(税抜)

    Woofer of the past  
                 best of a diamond.

DMD102SH



ダイヤモンドオーディオの革新的なパワードサブウーファーDPAS10は、
こんなにも小さな筐体に10インチのウーファーユニットをセットアップ
しただけでなく、パッシブラジエーターを組み込みさらに音圧を上げる
ことに成功しました。その特許出願中のユニークな発想と技術はあなた
の求める低音として受け入れられるでしょう。 
                                   本体価格 ¥63,720-(税込)   ¥59,000-(税抜)

bass is expressed by technology of innovation.



ダイヤモンドオーディオ史上、最も小さいパワーアンプ。そのサイ
ズの中に秘められたパワーと音質。4チャンネルモデルMICRO4V2
はD級で定格出力は80w × 4 。ハイインプット対応、電源以外の
信号の入出力端子をカプラー式としてインストールの利便性も高く
サイズ・パワー・音質、どれが欠けてもいけない全方向性のパワー
アンプです。 
                       本体価格  ¥54,000-(税込)   ¥50,000-(税抜)

This small amplifier isn't supposed to break off in 
anything of the size, power and the sound quality.
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