報 道 資 料

2022 年 7 月 28 日

松竹映画 『男はつらいよ』 ターンテーブルを期間限定で予約販売
～ 「Bluetooth スピーカー内蔵ポータブルターンテーブル／OCP-01 TORA」 ～

オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、Bluetooth スピーカー内蔵
ポータブルターンテーブル「OCP-01」と、松竹映画 『男はつらいよ』※1 とのコラボレーションモデルを予約販売致します。
本機種「OCP-01」は、Bluetooth®レシーバー機能を搭載したポータブルターンテーブル。レコードはもちろんのこと、
スマートフォン等で再生される音楽をプレーヤーに内蔵されているスピーカーで手軽に楽しむことができます。 尚、本体色
は本コラボレーションの為に制作したオリジナル色となります。
本コラボレーションモデルは、寅さんトランク風オリジナルブラウンカラー、ケース内側には作品モチーフ特製デザインを反
映し、「夜明のリリィ」レコード風デザイン「スリップマット」と、針圧調整用「アクリルプレート」を付属した内容となっておりま
す。尚、松竹音楽出版株式会社選曲・監修のもと、本コラボレーションモデルの為だけに作成されるアナログレコードがご
購入特典として付属されます。10 インチ、A 面／B 面で計 5 曲入りの「男はつらいよ」王道ナンバーとなります。
更に、goen゜イラスト特製デザインによる「ミネラルウォーター」を、秋葉原店舗「音アニ」限定として、2022 年 7 月 29
日（金）15:00 より販売致します。

※1 松竹映画 「男はつらいよ」
松竹映画『男はつらいよ』シリーズは、山田洋次原作・脚本・監督（一部作品除く）・渥美清主演で 1969 年に
第 1 作が公開され、以後 1997 年までの 28 年間に全 49 作品が公開された国民的人気シリーズです。
83 年、“一人の俳優が演じたもっとも長い映画シリーズ”としてギネスブックに認定。日本中から愛される作品として、
渥美清さんが亡くなるまで作り続けられました。また、シリーズ開始から 50 周年にあたる 2019 年には、第 50 作と
なる『男はつらいよ お帰り 寅さん』が公開されました。
誰もが笑い元気になれる日本人の心の原風景を描きつづける本シリーズは、主人公の名前から、作品自体が「寅
さん」の愛称で呼ばれることも多く、現在まで幅広い世代から愛され続けています。
■公式サイト https://www.cinemaclassics.jp/tora-san/
■公式 Facebook：https://www.facebook.com/torasanshochiku/
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■公式 Twitter：@torasan_50th
■公式 Instagram：@torasan_50th

【OCP-01 TORA セット内容】

■アナログレコード仕様
回転数：33 回転
サイズ ：10 インチ
選曲・監修：松竹音楽出版株式会社
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【収録曲】
■Side A
１：男はつらいよ[第３作『男はつらいよ フーテンの寅』版]
作詞 星野哲郎 作曲 山本直純 歌 渥美清
２：さくらのテーマ
作曲 山本直純
※「SideA 1 by the courtesy of NIPPON CROWN Co.,Ltd.」
■Side B
１：リリーのテーマ
作曲 山本直純
２：柴又のテーマ
作曲 山本直純
３：「男はつらいよ」インストゥルメンタル
作曲 山本直純

【予約販売詳細】
■予約方法①：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 での予約
https://onkyodirect.jp/shop/pages/TORA_TURNTABLE.aspx
■予約方法②：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE／音アニ」 での予約
https://onkyoanime.com/menu/954462
※店舗設置専用 QR コードにてご予約
■予約期間：2022 年 7 月 29 日（金）15：00～2022 年 8 月 31 日（水）15：00
■製品発送：2022 年 10 月下旬から 11 月上旬にかけて順次発送予定
■販売価格：20,000 円（税・送料込）
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、予約受付終了となります。
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【goen゜イラスト 特製 ミネラルウォーター】

■ミネラルウォーター（1 種）
販売価格：350 円（税込）
※秋葉原店舗「音アニ」限定商品となります。
秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE／音アニ」
https://onkyoanime.com/menu/954498
販売開始：2022 年 7 月 29 日（金）15:00 より

【本製品の主な仕様】
●コンパクトサイズのポータブルターンテーブルに Bluetooth 対応スピーカーを内蔵
コンパクトなサイズでありながらステレオスピーカーを内蔵しています。内蔵スピーカーは Bluetooth に対応しているので、
スマートフォンなどからの音楽を再生することもできます。
●シンプル設計でレコード初心者でも簡単な操作性
レコード針が付属しスピーカーも内蔵されているので、電源を入れてレコードに針を落とすだけで音楽を楽しむことができま
す。また、ボリューム用のつまみも設置されているので本体で音量調節が可能です。
●インテリアのアクセントとしても演出できるレトロデザイン
レザー風仕上げのボックスに金属の留め具を施したシンプルでレトロなデザインとなっています。使用しない場合はトランクの
ように立てて収納することも可能です。
●ピッチコントロール機能搭載
ターンテーブルの回転数を可変して再生音程を調節可能です。
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●φ3.5 ㎜ヘッドホン端子・ RCA アナログ出力端子搭載
ヘッドホンと接続したり、お手持ちのミニコンポなどと接続したりすることも可能です。
●オートストップ機能搭載
レコードの再生が終わる（ピックアップが内周無音溝付近へ移動した場合）と自動的に回転停止します。
針の摩耗を防ぎます。
●3 種の回転速度に切り替え可能
33 1/3、45、78 RPM の回転速度に切り替えが可能なので、ほぼすべてのレコード盤を再生することができます。
（45 回転アダプター付属）

【本体 SPEC】
電源・電圧

50/60Hz, 100V（本体の電源入力：DC 12V 0.5A）

消費電力

10W

最大外形寸法

蓋を閉じたとき：幅 350mm 高さ 120mm 奥行 260mm
蓋を開いたとき：幅 350mm 高さ 315mm 奥行 390mm

質量

2.5kg

ターンテーブル駆動方式

ベルトドライブ

回転数

33⅓、45、78 RPM

ターンテーブル直径

198mm

通信システム

Bluetooth standard specification Ver5.0

対応 Bluetooth®プロトコル

A2DP

対応コーデック

SBC

出力

2W+2W

音声入力

AUX IN （3.5mm）

音声出力

LINE OUT（RCA）、ヘッドホン端子（3.5mm）

使用スピーカー

76.2mm 4Ω 3W ×2

※Bluetooth® のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
※その他記載されている商品名、技術名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。

以上
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※この製品に関するお問い合わせ先※
報道関係の方

：オンキヨー株式会社
マーケティング部 クロスマーケティング課
担当：亀井（かめい）、高橋（たかはし）、高島（たかしま）
電話番号： 03-6260-7660

お客様からのご注文・お支払・納期等のご相談：ONKYO DIRECT お客様窓口
TEL 050-3388-9422
Email：shop-audio@jp.onkyo.com
受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日・指定休業日を除く）
＊電話番号を掲載いただく場合は、ONKYO DIRECTの番号を掲載願います。
＊記事を掲載いただく場合は必ず、「©SHOCHIKU」の権利表記を入れて下さい。
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