




最上級の透明度と輝きに満ちた音が流れれば、

あらゆる瞬間が心に刻まれます。 

新製品の600シリーズは、50年の歴史を持つ

イノベーションを支えに、お気に入りの音楽や映画を

これまでになく間近に感じられるよう設計されて

います。



第一線のレコーディングスタジオで、
これから大ヒットする音楽が初めて流れる
スピーカーは、Bowers & Wi lk ins製です。

「これまで聞いた中で、演奏の録音
の仕方まで正確に聞き取れたのは
Bowers & Wilkinsのスピーカーだ
けだ。」

プロデューサー/サウンドエンジニ
ア、ピーター・コビン氏。
最近の業績には「ローグ・ワン/ス
ター・ウォーズ・ストーリー」や「ド
クター・ストレンジ」、「エイリアン：
コヴェナント」がある。



603スピーカーは、600シリーズで最も広い部屋に対応したフラグシップモデ
ルであり、歴史に名を残すBowers & Wilkinsサウンドを轟かせます。ステレオ
構成と5.1チャンネル・サラウンド構成のどちらでも、パワフルな音をお届け
します。本製品は600シリーズの6代目にあたり、800シリーズDiamondモデ
ルのために開発されたコンティニュアム・コーン・テクノロジーを採用してい
ます。コンティニュアム・コーンにより、この価格帯のスピーカーの基準は一
新されるでしょう。また、実績のあるデカップルド・ダブル・ドーム・トゥイーター
が、パフォーマンス改善のため組み立てを見直して搭載されています。改良を
施したペーパー・ベース・コーンは、Bowers & Wilkinsならではの精密さとひ
ずみの少ない正確性だけでなく、自然な音圧と無限に延びる低音も実現してい
ます。さらに、見た目もスッキリと一新されています。グリル・ペグが磁石に
代わっただけでなく、ポートが背面キャビネットに移っており、つや消し仕上
げ（黒色または白色）された現代的で最上級の美しいルックスとなっています。

603



606スピーカーなら、本棚に置いてもスタンドで設置しても、期待通りの音楽
を楽しめます。中サイズの部屋に最適なスピーカーであり、絶賛されていたも
ののこれまでは最上級モデルにしかなかったコンティニュアム・コーン・テク
ノロジーを採用しています。コンティニュアム・コーンとデカップルド・ダブル・
ドームの組み合わせから、この価格では並ぶもののない冴えたサウンドが生ま
れます。グリル・ペグが磁石に代わりポートが背面キャビネットに移動したこ
とで極上の美しさを備えた見た目となっており、リビングやステレオでサラウ
ンド・サウンドを楽しむのに最適です。また、黒色または白色によるつや消し
仕上げのため、スッキリとした外観になっています。606で美しい音を楽しみ
ましょう。

606



607は本シリーズでは最小サイズのステレオ・ラウドスピーカーでありながら、
くつろぎの空間を歴史に名高いBowers & Wilkinsサウンドで満たします。設置
面積もシリーズ最小ですが、好評をいただいているコンティニュアム・コーン
により、同価格帯のスピーカーの追随を許さないサウンドを実現しています。
コンティニュアム・コーンは8年前に初めて開発され、弊社最上位製品である
800シリーズDiamondモデルに搭載されていましたが、第6世代となった600
シリーズでもすべてのモデルに導入されています。他の600シリーズ・モデル
と同じく、グリルは磁石式、ポートは背面キャビネットに設置されており、黒
色または白色つや消し仕上げのスッキリとした外観になっています。607で美
しいステレオやサラウンド・サウンドを楽しみましょう。

607



Bowers & Wilkinsは1966年以来、完全なラウドスピーカーを実現すべくさま
ざまな技術的進歩を遂げており、最新のイノベーションにより、音楽を愛する
皆様にも映画を愛する皆様にもこれらの技術の結晶をお届けします。新製品で
あるHTM6は、過去のHTM62 S2とHTM61 S2を1つにまとめた、パワフル
でパンチのあるセンタースピーカーです。好評を博しているコンティニュアム・
コーン・テクノロジーの採用により、ピュアなサウンドを実現しています。リ
ビングにピッタリのコンパクトさでありながら、603に匹敵するパフォーマン
スを発揮します。HTM6があれば、お好きな空間が美しいサウンドに満たされ
ます。

HTM6



Subwoofers

600シリーズでは、最も小さいASW608から最もパワフルなASW610XPまで、
3種類のサブ・ウーファーをご用意しています。すべてのサブ・ウーファーに、
オーディファン必携の高効率クラスDアンプを搭載しており、スリリングで空
間を震わせるサウンドを実現します。ご家庭に違和感なく溶け込む、本シリー
ズの他のスピーカーに合わせたつや消し仕上げ（黒色または白色）となっていま
す。第6世代の600シリーズで、実績のあるBowers & Wilkinsを楽しみましょう。

ASW610は遠くまで響く250mmドライバーを搭載
し、大量の空気を動かすことで高品質な低音を実現し
ており、オーディファンにはおなじみの200Wクラ
スDアンプにより発熱も抑えられています。

ASW610
小さな空間で大きな音を鳴らすなら、600シリーズ最
小サブ・ウーファーであるASW608に勝るサブ・ウー
ファーはありません。

ASW608
ASW610XPは600シリーズで最もパワフルなサブ・
ウーファーであり、大部屋のHi-Fiシステムやホーム・
シアター・システムに最後の仕上げとして、強力な低
音が加わります。

ASW610XP



Technology

Bowers & Wilkinsでは、完全なラウドスピーカーを追求する上で長年にわたり
技術革新を起こしてきました。こうしたイノベーションはコンティニュアム・
コーンやデカップルド・ダブル・ドームなどさまざまであり、工学の難問に対
する新たな解決策として現在に受け継がれています。Bowers & Wilkinsはこれ
からも、最高のサウンドを実現すべく努力してまいります。



Tweeter

新しい600シリーズでは、実績のある
デカップルド・ダブル・ドーム・トゥイー
ターを改良し、ブレークアップ周波数
を38kHzにまで引き上げています。こ
れにより、お気に入りの音楽を隅々ま
で楽しめる純粋で正確なサウンドを実
現しました。

Continuum™ cone

Bowers & Wilkinsのコンティニュアム・
コーンは比類のないイノベーションで
す。会社内で8年にわたって開発され
ており、中音域の質でKevlar®を上回り、
本当に生き生きとした音楽を実現しま
す。雑音の一切ない冴えた中音域によ
り、忠実なサウンドが身近に感じられ
ます。



Sound notes

ラウドスピーカーのパフォーマンスを試す上で、人間の耳に勝るものはありま
せん。弊社スピーカーは、さまざまなスタイルやジャンルの音楽を何千時間に
もわたって耳で聞きながら開発、調整されています。弊社エンジニアが、分解
能や空間内の定位などのアコースティック演奏の重要な要素をはじめとする微
妙な音質を耳で判断しています。600シリーズの性能を最大限に引き出せる、
弊社お勧めのトラックの一例を下に示します。

Melanie de Blasio

“With All My Love”

No Deal

Bob Marley

“Concrete Jungle”

Catch a Fire

Canned Heat/John Lee Hooker

“Send me your Pillow”

Hooker ‘n Heat (Infinite Boogie)

Sevdalza

“Human”

ISON

Bob Dylan

“Man in the Long Black Coat”

Oh Mercy

Deadmau5

“Let Go”

W:/2016ALBUM/
新しい600シリーズの性能のすべてを
感じられるお勧めプレイリスト。





Specifications

603

デカップルド・ダブル・ドーム・アルミニウム・トゥイーター
コンティニュアム™・コーンFST™ミッドレンジ
ペーパー・コーン・ウーファー
フローポート

3ウェイ・バスレフ型

1 × 25mm アルミニウム・ドーム・トゥイーター
1 × 150mm コンティニュアム・コーンFST™ミッドレンジ
2 × 165mm ペーパー・コーン・ウーファー

29Hz ～ 33kHz

48Hz ～ 28kHz（基準軸に対し±3dB）

88.5dB

2次及び3次高調波（90dB軸上1m）
<1％ 90Hz ～ 22kHz
<0.5% 120Hz ～ 20kHz

8Ω（最低3Ω）

30W ～ 200W（8Ωノンクリッピング）

高さ： 1055mm（台座含む、スパイク除く）/　985mm（キャビネットのみ）
幅　：   320mm（台座含む）/　190mm（キャビネットのみ）
奥行：   370mm（台座含む）/　340mm（キャビネットのみ）

24.5㎏

キャビネット： グリル
マット・ブラック： ブラック
マット・ホワイト： ホワイト

￥140,000（税抜価格/1本）

603/MB（マット・ブラック） 4951035069189
603/MW（マット・ホワイト） 4951035069196

技術的特徴

仕様

ドライブ・ユニット

周波数レンジ

周波数レスポンス

感度（軸上1m/2.83Vrms）

高調波歪

公称インピーダンス

推奨パワーアンプ出力

寸法

質量

仕上げ

希望小売価格

型番 / JANコード



606

デカップルド・ダブル・ドーム・アルミニウム・トゥイーター
コンティニュアム™・コーン・バス/ミッドレンジ
フローポート

2ウェイ・バスレフ型

1 × 25mm アルミニウム・ドーム・トゥイーター
1 × 165mm コンティニュアム・コーン・バス/ミッドレンジ

40Hz ～ 33kHz

52Hz ～ 28kHz（基準軸に対し±3dB）

88dB

2次及び3次高調波（90dB軸上1m）
<1％ 100Hz ～ 22kHz
<0.5% 150Hz ～ 20kHz

8Ω（最低3.7Ω）

30W ～ 120W（8Ωノンクリッピング）

高さ： 345mm
幅　： 190mm
奥行： 324mm（グリル＋ターミナル含む）

300mm（キャビネットのみ）

6.75㎏

キャビネット： グリル
マット・ブラック： ブラック
マット・ホワイト： ホワイト

￥114,000（税抜価格/ペアー）

606/MB（マット・ブラック） 4951035069202
606/MW（マット・ホワイト） 4951035069219

技術的特徴

仕様

ドライブ・ユニット

周波数レンジ

周波数レスポンス

感度（軸上1m/2.83Vrms）

高調波歪

公称インピーダンス

推奨パワーアンプ出力

寸法

質量

仕上げ

希望小売価格

型番 / JANコード

※スタンドは付属しておりません。



607

デカップルド・ダブル・ドーム・アルミニウム・トゥイーター
コンティニュアム™・コーン・バス/ミッドレンジ
フローポート

2ウェイ・バスレフ型

1 × 25mm アルミニウム・ドーム・トゥイーター
1 × 130mm コンティニュアム・コーン・バス/ミッドレンジ

40Hz ～ 33kHz

52Hz ～ 28kHz（基準軸に対し±3dB）

84dB

2次及び3次高調波（90dB軸上1m）
<1％ 110Hz ～ 22kHz
<0.5% 180Hz ～ 20kHz

8Ω（最低4Ω）

30W ～ 100W（8Ωノンクリッピング）

高さ： 300mm
幅　： 165mm
奥行： 231mm（グリル＋ターミナル含む）

4.65㎏

キャビネット： グリル
マット・ブラック： ブラック

￥90,000（税抜価格/ペアー）
※スタンドは付属しておりません

607/MB（マット・ブラック） 4951035069226
607/MW（マット・ホワイト） 4951035069233

技術的特徴

仕様

ドライブ・ユニット

周波数レンジ

周波数レスポンス

感度（軸上1m/2.83Vrms）

高調波歪

公称インピーダンス

推奨パワーアンプ出力

寸法

質量

仕上げ

希望小売価格

型番 / JANコード

※スタンドは付属しておりません。

STAV24S2

606/607及び一般ブックシェルフ SP用スタンド

高さ（スパイク無し）：610mm 
ベースプレート（W╳D）：240mm╳300mm 
トッププレート（W╳D）：150mm╳187mm

8.5kg/1本

スチール

ブラック

￥26,000（税抜価格 /ペアー）

技術的特徴 

外形寸法

質量

材料

仕上げ

希望小売価格



HTM6

デカップルド・ダブル・ドーム・アルミニウム・トゥイーター
コンティニュアム™・コーン・バス/ミッドレンジ
フローポート

2ウェイ・バスレフ型

1 × 25mm アルミニウム・ドーム・トゥイーター
2 × 130mm コンティニュアム・コーン・バス/ミッドレンジ

42Hz ～ 33kHz

72Hz ～ 28kHz（基準軸に対し±3dB）

87dB

2次及び3次高調波（90dB軸上1m）
<1％ 100Hz ～ 22kHz
<0.5% 200Hz ～ 22kHz

8Ω（最低4.3Ω）

30W ～ 120W（8Ωノンクリッピング）

高さ： 160mm
幅　： 480mm
奥行： 279mm（グリル＋ターミナル含む）

7.65㎏

キャビネット： グリル
マット・ブラック： ブラック
マット・ホワイト： ホワイト

￥80,000（税抜価格）

HTM6/MB（マット・ブラック） 4951035069240
HTM6/MW（マット・ホワイト） 4951035069257

技術的特徴

仕様

ドライブ・ユニット

周波数レンジ

周波数レスポンス

感度（軸上1m/2.83Vrms）

高調波歪

公称インピーダンス

推奨パワーアンプ出力

寸法

質量

仕上げ

希望小売価格

型番 / JANコード



ASW610XP ASW610

ペーパー/ケブラー®・コーン ドライブユニット
500W ICE Power® アンプ

アクティブ密閉型サブ・ウーファーシステム

250mm ロング・スロー ペーパー/ケブラー・コーン

－6dB at 18Hz ― 25/140Hz可変（EQ at A）

±3dB 25Hz ― 40/140Hz可変（EQ at A）

－6dB at 18Hz（Position A）
－6dB at 22Hz（Position B）
－6dB at 28Hz（Position C）

出力： 500W
定格消費電力： 94W/0.8W 待機時
S/N比： 80dB
入力： line in（RCA Phono）
 Speaker in（Binding post）
 12v trigger（3.5mm jack）

Active 4th-order, variable cut-off 周波数

高さ： 325mm（フット含まず）
幅　： 325mm
奥行： 374mm（グリル・端子含む）

15.5㎏

キャビネット： グリル
マット・ブラック： ブラック
マット・ホワイト： ホワイト

発売未定

―

ペーパー/ケブラー®・コーン ドライブユニット
200W ICE Power® アンプ

アクティブ密閉型サブ・ウーファーシステム

250mm ロング・スロー ペーパー/ケブラー・コーン

－6dB at 20Hz ― 25/140Hz可変（EQ at A）

±3dB 27Hz ― 40/140Hz可変（EQ at A）

－6dB at 20Hz（Position A）
－6dB at 25Hz（Position B）
－6dB at 30Hz（Position C）

出力： 200W
定格消費電力： 40W/0.5W 待機時
S/N比： 90dB
入力： line in（RCA Phono）
 Speaker in（Binding post）
 12v trigger（3.5mm jack）

Active 4th-order, variable cut-off 周波数

高さ： 310mm（フット含まず）
幅　： 310mm
奥行： 375mm（グリル・端子含む）

12.5㎏

キャビネット： グリル
マット・ブラック： ブラック
マット・ホワイト： ホワイト

￥100,000（税抜価格）

ASW610/MB（マット・ブラック） 4951035069288
ASW610/MW（マット・ホワイト） 4951035069295

技術的特徴

仕様

ドライブ・ユニット

周波数レンジ

周波数レスポンス

低域範囲

アンプ

Low Pass Filter

寸法

質量

仕上げ

希望小売価格

型番 / JANコード



ASW608

ペーパー/ケブラー®・コーン ドライブユニット
200W ICE Power® アンプ

アクティブ密閉型サブ・ウーファーシステム

200mm ロング・スロー ペーパー/ケブラー・コーン

－6dB at 23Hz ― 25/140Hz可変（EQ at A）

±3dB 32Hz ― 40/140Hz可変（EQ at A）

－6dB at 23Hz（Position A）
－6dB at 28Hz（Position B）
－6dB at 36Hz（Position C）

出力： 200W
定格消費電力： 40W/0.5W待機時
S/N比： 90dB
入力： line in（RCA Phono）
 Speaker in（Binding post）
 12v trigger（3.5mm jack）

Active 4th-order, variable cut-off 周波数

高さ： 260mm（フット含まず）
幅　： 260mm
奥行： 330mm（グリル・端子含む）

8.85㎏

キャビネット： グリル
マット・ブラック： ブラック
マット・ホワイト： ホワイト

￥76,000（税抜価格）

ASW608/MB（マット・ブラック） 4951035069264
ASW608/MW（マット・ホワイト） 4951035069271



■仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
■弊社取り扱いの B&W 社製品には、弊社発行の保証書が付属されています。必要事項をご記入の上、大切に保管してください。
■日本における B&W 社製品は弊社特約店にてお求めください。直輸入品及び並行輸入品に対して、弊社保証は適応されません。
■補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後、8 年です。
■本製品は天然木のつき板を使用しているため、光（室内照明も含む）によって変色する場合があります。
■本カタログの製品の色は印刷の関係で実際とは違って見えることがあります。
■ノーチラス™、コンティニュアム™、フローポート™ 及び FST ™ は、B&W Group Ltd. の登録商標です。
■ケブラー ® は、デュポン社の登録商標です。
■ IcePower® は、B&O 社の登録商標です。
■全ての B&W 社製品には、スピーカーケーブルは付属されておりません。
■このカタログに記載されているスピーカースタンドは別売りです。

ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書（安全上のご注意）」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は設置しないでください。火災、感電などの原因となります。

2018年9月作成

株式会社ディーアンドエムホールディングス
インポートブランドグループ
〒210-8569   神奈川県川崎市川崎区日進町2-1  D&Mビル
http://dm-importaudio.jp/

〈製品に関してのお問い合わせは〉
お客様ご相談センター
TEL. 0570-666-112
ご相談受付時間  9:30〜17:30

（土 ･ 日 ･ 祝日、弊社休日を除く）


