
薄 型 テ レ ビ が 待 っ て い た ス ピ ー カ ー �

※本カタログに掲載の写真は接続ケーブルなどを省略して撮影しております。実際にご使用の際にはスピーカーケーブル
や電源コードなどの配線が必要です。※写真は、42v型液晶モニター（LT-42WX70）との組合せイメージです。�

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。�
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フロントのバースピーカーからサブウーハーへは音声をワイヤレ

スで伝送。スピーカーコードを使うことなく接続できるので、イ

ンテリアを損なわない自由なレイアウトを可能にしました。また、

100Wの内蔵パワーアンプにより迫力ある低音を楽しむことがで

きます。

総合２２０Ｗの迫力あるサウンドを、より自由にスタイリッシュに。

TH-BA1
ホームシアターサウンドシステム

レイアウトフリーに設置できる
ワイヤレスサブウーハー。

4chアンプで4スピーカーを独立駆動
ビクター独自のフロントサラウンドシステム。

フロント2chの音質を損なうことなく、明瞭で定位感のいいセリ

フの再生と広いエリアのサラウンド再生を可能にしたビクター独

自の4ch独立駆

動サラウンドシ

ステム。臨場感

あふれるサウン

ドを部屋全体に

満たします。

ブルーレイやDVD、BS／地上デジタル放送のサラウンドはもち

ろん、昔の映画やCDなどの2chステレオも、臨場感たっぷりの

マルチチャンネルで再現できます。

■システム構成概念図

手軽にマルチチャンネルが楽しめる
多彩なサラウンドデコーダー対応。

フロントバースピーカーとワイヤレスサブウーハーをシンプル接続。
レイアウトフリーの4.1chフロントサラウンドシステム。

11月上旬発売予定

フロントバースピーカー部
外形寸法
幅90ｃｍ×高さ12.5ｃｍ奥行き8.5ｃｍ

サブウーハー部
外形寸法
幅21.5ｃｍ×高さ35.2ｃｍ奥行き25.4ｃｍ



AX-FT1/FT2は、ビクター独自の4chフロントサラウンドに対応

した４つのパワーアンプを搭載。ブルーレイやDVD、BS／地上デ

ジタル放送のサラウンドはもちろん、昔の映画やCDなどの2ch

ステレオも、臨場感たっぷりのマルチチャンネルで楽しめます。

洗練されたインテリアにマッチする、薄さ約31mmのフラット＆

スリムデザインのスピーカー＆アンプ。壁掛けはもちろん、スピ

ーカーはフォトスタンドのようにラックなどに置いて楽しむこと

ができる、レイアウトフリーを実現しました。

デジタル入力端子を３つ、アナログ入力端子を１つ装備。デジタ

ル放送対応テレビやブルーレイ、DVDレコーダー、CDプレーヤ

ー、ゲーム機など複数のAV機器が接続できます。

特殊な極薄の振動板を持つDDスピーカーが、自然な

音の広がりとリアルな音像定位を実現。くつろいでい

るその場で、臨場感あふれるサウンドが楽しめます。

SP-FT1/FT2は、AX-FT1/FT2に付属のスピーカーコードで接

続することにより、左右のスピーカーだけで迫力ある音に囲まれ

た4chフロントサラウンドが楽しめます。

薄さ約31mmを実現した
フラット＆スリムデザイン。

ワイドな音場とリアルな音像定位を
両立した薄型DDスピーカー。

AX-FT1/FT2との組み合わせで楽しめる
4chフロントサラウンド。

多彩なサラウンドデコーダー対応の
4chアンプ。

複数のAV機器が接続できる
充実の音声入力端子。

絵画のように壁に掛けて楽しめるフラット＆スリムデザイン。
フラット＆スリムなスピーカーとアンプを組み合わせた、
インテリアに溶け込む4chフロントサラウンドシステム。

SP-FT1/FT2

AX-FT1/FT2

AX-FT1/FT2

AX-FT1/FT2

SP-FT1/FT2

SP-FT1/FT2

AX-FT1/FT2

■テレビラックに置いたイメージ

＊本カタログに掲載の写真は接

続ケーブルなどを省略して撮影し

ております。実際にご使用の際

にはスピーカーケーブルや電源コ

ードなどの配線が必要です。

＊写真は、42ｖ型液晶モニター

（LT-42WX70）との組合せイメ

ージです。

AX-FT1
インテグレーテッドアンプ

SP-FT2
スピーカーシステム（2本1組）

AX-FT1（ブラック）

SP-FT2（ホワイト）AX-FT2（ホワイト）

10月下旬発売予定

11月下旬発売予定

SP-FT1
スピーカーシステム（2本1組）

SP-FT1（ブラック）

10月下旬発売予定

AX-FT2
インテグレーテッドアンプ

11月下旬発売予定

■スタンドを装着したイメージ



ホームシアターサウンドシステム�

TH-BA1
オープン価格�

AX-FT1
（ブラック）�

SP-FT1
（ブラック）�

11月上旬発売予定�

インテグレーテッドアンプ�

AX-FT1
オープン価格�

スピーカーシステム�

SP-FT1
（2本1組）オープン価格�

10月下旬発売予定�

AX-FT2
（ホワイト）�

SP-FT2
（ホワイト）�

インテグレーテッドアンプ�

AX-FT2
オープン価格�

スピーカーシステム�

SP-FT2
（2本1組）オープン価格�

11月下旬発売予定�

80W（20W×4）（JEITA THD 10％ /4Ω）�

アナログ×1、光デジタル×3�

サブウーハ－ プリアウト×1 �

付属ACアダプター AC100V-240V、50Hz/60Hz�

17W（動作時）/ 0.7W（電源待機時）�

 幅 186mm×高さ300mm×奥行き31mm�

 約0.73kg�

　ACアダプター、電源コード、リモコン�
リチウム電池×1（リモコン動作確認用）、スピーカーコード 3m×2

■ AX-FT1/ FT2の主な仕様�

実用最大出力�

入力端子�

出力端子�

電源�

消費電力�

外形寸法�

質量�

付属品�

1ウェイ2スピーカー密閉型　防磁形（JEITA）�

9.5cm×1.0cmＤＤスピーカー×2�

30W（ショートワイヤー使用時）、15W（各入力端子独立使用時）�

8Ω（ショートワイヤー使用時）、4Ω（各入力端子独立使用時）�

110Hz～23kHz�

幅186mm×高さ300mm×奥行き30.8mm�
（スタンド装着時：幅186mm×高さ296mm×奥行き87mm）�

約0.85kg�
（スタンド装着時：約0.94kg）�

スピーカーコード3ｍ×2、スタンド×2�
ショートワイヤー×2、スタンド用ネジ×4

スピーカー形式�

スピーカーユニット�

最大許容入力�

定格インピーダンス�

周波数帯�

外形寸法�

�

質量（1本）�
�

付属品�

■ SP-FT1/ FT2の主な仕様�

120W（30W×4）（JEITA THD 10％ /4Ω）�

フルレンジ防磁形・バスレフ方式�

8cm×4�

84Hz～22kHz�

アナログ×1、光デジタル×2�

付属ACアダプター AC100V-240V、50Hz /60Hz�

25W（動作時）/ 0.8W（電源待機時）�

幅900mm×高さ125mm×奥行き85mm�

3.5kg �

100W（JEITA THD 10％ / 3Ω）�

1ウェイバスレフ方式�

16cm×1�

 45Hz～5kHz�

 AC100V、50Hz /60Hz�

 24W（動作時）/ 0.8W（電源待機時）�

 幅215mm×高さ352mm×奥行き254mm�

 5kg�

 ACアダプター、電源コード、リモコン�
リチウム電池×1（リモコン動作確認用）、コアフィルター×2

■ TH-BA1の主な仕様�

実用最大出力 �

スピーカー形式�

スピーカーユニット�

周波数帯�

入力端子�

電源�

消費電力�

外形寸法�

質量�

実用最大出力 �

スピーカー形式�

スピーカーユニット�

周波数帯�

電源�

消費電力�

外形寸法�

質量�

付属品�
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Victor Home Page

安全に関する�

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」と「安全上のご注意」をよくお読みください。�

●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。�

愛情点検�

●長年ご使用のオーディオ機器の点検をぜひ！�

このような症状は�
ありませんか� ��

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●本体、電源プラグ、コードなどが異常に熱い。�
●異臭や異音がする。 ●水や異物が入った。 ●ディスクが傷ついたり、テープをいためたり、�
  取り出しができない。●その他の異常や故障がある。 

ご使用を�
中 止�

故障や事故防止のため電源
を切りコンセントから電源プ
ラグを抜いて必ず販売店に
点検をご相談ください。�
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●              、 　  、 ドルビー、Dolby、及びダブルD記号  　 はドルビーラボラトリーズの商標です。● DTSはデジタル・シアター・システムズ社の商標です。●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際は店頭
でお確かめください。●仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。●補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後8年です。●設置や取扱いに関する注意事項については各機器に添付の取扱説明書でお確かめください。●お買い
求めの販売店で販売店名などの所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。�


