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GENEVA

精密機械大国・スイスで誕生ハイクオリティーな音質と洗練されたデザインで世界中の人々が愛用

オーディオブランド「GENEVA(ジェネバ)」
「Touring Series(ツーリング・シリーズ)」と「Acustica Series (アコースティカ・シリーズ)」が新登場
2018 年 3 月 30 日発売
オーディオブランド『GENEVA（ジェネバ）』は、新シリーズとなる「Touring Series（ツーリング・シリーズ）」と「Acustica
Series（アコースティカ・シリーズ）」の新商品を 2018 年 3 月 30 日より発売します。

Touring XS （ツーリング エックスエス）

Acustica Lounge （アコースティカ ラウンジ）

■GENEVA（ジェネバ）とは
GENEVA（ジェネバ）は、2006 年に設立されたハイクオリティーな音質と簡潔な機能に洗練されたデザインで、世界中
に愛されているスイスのオーディオ・メーカーです。
一般的なステレオ・スピーカーは左右 2 台を配置するようなスタイルが多かった中、GENEVA のプロダクトは数々の
特許技術を駆使した、単体で広いリスニングポイントを提供し部屋のどこにいても“ 際立った音 ”を実現しました。
また、音作りを担うサウンド・エンジニアリング・チームは、有名ハリウッド映画を手掛け、サウンド・エフェクト部門で 4
度のアカデミー賞を受賞するなどアメリカやヨーロッパで話題となりました。
GENEVA は 10 年以上の歴史を誇り、音質とインテリア性の両立を追求しています。
■「Touring Series（ツーリング・シリーズ）」とは
2018 年から新しく登場する「Touring Series（ツーリング・シリーズ）」はポータブルながら、優れた Hi-Fi サウンドを実
現します。GENEVA が培う最先端のオーディオ技術をあらゆる場所やシーンで楽しめるエレガントで頑丈なデザイン。
スイスの時計のようにすべて精密に設計されています。
■「Acustica Series（アコースティカ・シリーズ）」とは
Acustica Series（アコースティカ・シリーズ）は、ブランド設立当初に発売した Classic シリーズの幅広いリスニングポイ
ントと優れた音質と深みのある低音を提供する特徴を正統に受け継いだ新たなシリーズです。今後はサイズや機能
のバリエーションも増えていく予定です。

■商品概要：Touring Series （ツーリング・シリーズ）
○モデル名：

Touring XS （ツーリング エックスエス）

センスに呼びかけるポータブルスピーカー
男心をくすぐるフィルムカメラのようなコンパクトなデザイン
。強力な 2 つのアクティブドライバーと、背面に搭載された
パッシブブーストラジエーターによって、サイズからは想像
できない立体的な空間表現と迫力のある重低音を手軽に
お楽しみ頂けます。高品質なアルミとエコレザーで丁寧に
仕上げられた筐体からはスイスの精密工学の技術力の高
さが感じられ、どのカラーバリエーションでも高級感のある
仕上がりとなっております。フル充電で約 20 時間の連続
再生が可能となっており、365 日持ち歩きたくなる 1 台。
●商品名
●発売日
●価格
●電源

●サイズ
●質量
●入力
●付属品
●カラー
○モデル名：

：Touring XS （ツーリング XS）
：2018 年 3 月 30 日
：18,500 円（税別）
：100-240V AC 50/60 Hz /
本体バッテリー内蔵
（フル充電で約 20 時間使用可能）
：W17×D4.5×H8.2cm
：725g
：Bluetooth Ver.4.1 / 3.5mm ジャックオーディオ外部補助入力
：電源ケーブル / 取扱説明書 / 製品保証書 1 年間
：ブラック / ホワイト / コニャック（茶） / レッド
Touring M （ツーリング エム）

生き続ける『ラジカセ・デザイン』の魅力
Touring M はフル充電で 30 時間の連続再生が可能な上
位モデル。キメ細やかな中高音と、背面ウーファーで表現
される豊かな低音がバランスよく馴染み、音源を華やかに
再生します。ジャンルを選ばず、ポップスからジャズ、クラ
シックまで幅広くお楽しみ頂けます。Touring シリーズの特
徴でもある高品質アルミとエコレザーで仕上げられたボデ
ィは、1970 年代のクラシカルなラジカセを彷彿とさせるデ
ザインであり、ローレット加工の施されたボリュームダイヤ
ルには適度な重みがあり高級感が感じられます。
Bluetooth と 3.5mm ジャックの外部入力での接続が可能で
、スマートフォンやタブレット、オーディオプレイヤー等から
簡単に音楽再生が可能です。
●商品名
●発売日
●価格
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：Touring M （ツーリング M）
：2018 年 3 月 30 日
：32,800 円（税別）

●電源
●サイズ
●質量
●入力
●付属品
●カラー

：100-240V AC 50/60 Hz / 本体バッテリー内蔵（フル充電で約 30 時間使用可能）
：W26×D8×H15cm
：2100g
：Bluetooth Ver.4.1 / 3.5mm ジャックオーディオ外部補助入力
：電源ケーブル / 取扱説明書 / 製品保証書 1 年間
：ブラック / ホワイト / コニャック（茶） / レッド

■商品概要：Acustica Series （アコースティカ・シリーズ）
○モデル名：

Acustica Lounge

（アコースティカ ラウンジ）

自室を上質な『ラウンジ』に変える
Touring シリーズとともに日本上陸となる Acustica
Lounge は、革新的なテクノロジーとミニマルなデザイン
によってハイファイサウンドの定番となったクラシックシ
リーズを踏襲した GENEVA の中でも特別なモデルです
。強力なカスタムウーファーを搭載し、20Hz〜50Hz と幅
広い帯域が再生可能。音量の大小に関わらず、雑味の
ないクリアなサウンドが空間全体に広がります。
Bluetooth、3.5mm ジャックの外部入力以外にも Google
Chromecast Audio への接続用 USB ポートを搭載し、
Google Play Music や Spotify など次世代の音楽の楽し
み方にも対応しています。エコレザーで包まれた木製キ
ャビネットと、美しく加工されたアルミ製のトップは落ち着
きがあるデザインに仕上がっています。
●商品名
●発売日
●価格
●電源
●サイズ
●質量
●入力
●付属品
●カラー

：Acustica Lounge （アコースティカ・ラウンジ）
：2018 年 3 月 30 日
：28,800 円（税別）
：100-240V AC 50/60 Hz
※USB 給電ポート付き
：W23.5×D17.6×H14.9cm
：3350g
：Bluetooth Ver.4.0 / 3.5mm
ジャックオーディオ外部補助入力
：電源ケーブル / 取扱説明書 / 製品保証書 1 年間
：ブラック / ホワイト / コニャック（茶） / レッド

■全商品に関して
●販売店
：全国インテリアショップ、ライフスタイルショップ、家電量販店など
●一般からのお問い合わせ ：TEL: 03-6434-1541（総販売元・株式会社ネイビーズ） E-mail: pr@navys.jp
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■会社概要
・社名

：GENEVA LAB

・本社所在地

：Baarerstrasse 38i 6300 Zug, Switzerland

・代表者

：Jan-Erik Kundberg

・創立

：2006 年

・事業内容

：GENEVA ブランドによる Hi-Fi オーディオの企画/製造/販売

・URL

：http://genevalab.jp/

■プレスリリースに関するお問い合わせ先
GENEVA（ジェネバ）広報事務局 担当：中村拓也
電話：03-6434-1541 E-mail：mitsuaki@navys.jp

4

