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amadanaデスクトップオーディオ2発売日のご案内および
アーティスト テイ・
トウワとのコラボレーションについて

株式会社リアル・フリート
（東京都渋谷区）
は、当社のオリジナル総合家電ブランド｢amadana｣の新製品である、
コンパクトなオールインワンタイ
プのオーディオ
「デスクトップオーディオ２
（AD-203）
」
を6月下旬に発売いたします。
発売を記念してアーティストのテイ・
トウワ氏とコラボレーションし、
デスクトップオーディオ２とイヤホン
（PE-217）
のコラボレーションカラーを限定
発売いたします。
コラボレーションの証として、
デスクトップオーディオ2は本体サイドパネルを天然木からアルミの削りだしに変更。
またイヤホンの本体色はシャン
パンゴールドに変更、
どちらも上品な重厚感を演出します。
そして、今回のコラボレーションカラーにはCDシングルとDVDシングルがそれぞれパッケージされています。
「デスクトップオーディオ2」
には
amadana ケータイ N705iのために書き下ろされた
「N705i」のCDシングルがパッケージされております。
イヤホンにはテイ・
トウワ氏の新曲である｢A.O.R./TOWA TEI feat.LINA OHTA｣のPVを収録したDVDシングルがパッケージされており、
どち
らも本企画でしか手に入らない、限定アイテムです。
amadanaの提案するサウンドの世界観を体感できるテイ・
トウワ氏とのコラボレーションをご堪能ください。

【TOWA TEIコラボレーションの概要について】
■

amadanaデスクトップオーディオ2／TOWA TEI「N705i」CDシングル付き

型番

AD-203TOWA

予価

84,000円
（税込価格） 80,000円
（本体価格）

色

ブラック(BK)、
ホワイト(WH)

発売予定

2008年6月下旬

外形寸法
（約mm）

326x170x160mm

スピーカー

フルレンジ・バスレフ

ファンクション

CD.iPod,AUX

電源

100V

待機電力

1W以下

音声入力端子

φ3.5

ヘッドホン端子

φ3.5

目覚し機能

○
（スヌーズ機能付き）

付属品

リモコン

ブラック (BK)

ホワイト (WH)

amadanaイヤホン／TOWA TEI「A.O.R」DVDシングル付き

■

型番

PE-217TOWA

予価

8,400円
（税込価格） 8,000円
（本体価格）

色

シャンパンゴールド

発売予定

2008年6月下旬

再生周波数帯域

10〜24,000Hz

ドライバー

φ8.5mm

インピーダンス

14Ω

最大入力

200mW

出力音圧レベル

95dB

質量

6g(コード含まず)

コード長

0.5m

プラグ

φ3.5金メッキステレオミニプラグ

付属品

1m延長コード、S,M,Lイヤーチップ

about LIMITED DVD
TOWA TEI 待望の新曲の PROMOTION VIDEO を収録
「A.O.R. / TOWA TEI feat. LINA OHTA」 Promotion Video
Produced by TOWA TEI
Vocals and Actress by LINA OHTA
Script : Yuki Inomata
Director : Junji Kojima (teevee graphics) Director of Photography :
Tajima Kazunali (MILD inc.)

【 TOWA TEI INFORMATION 】
TOWA TEI待望の新曲「A.O.R. / TOWA TEI feat. LINA OHTA」
を含む、
大人気コンピレーション・シリーズ第7弾。
「MOTIVATION7 compiled by DJ TOWA TEI」
INCLUDING TOWA TEI NEW TUNE「A.O.R. feat LINA OHTA」
6/下旬

RELEASE ￥2.520
（tax in) COCP-34837

【 TOWA TEI プロフィール 】
1990 年、
" ディー・ライト " のメンバーとして米エレクトラよりデビュー。
デビューアルバム
『ワールド・クリーク』
は各国でゴール
ドディスク受賞、
シングル 4 曲連続ビルボード・ダンスチャート 1 位、
「グルーブ・イズ・イン・ザ・ハート」
は英、
豪州 1 位、
米
ビルボードポップチャート 4 位を獲得する。
1994 年よりは活動の拠点を日本に移しラウンジというフィールドの先駆けとでも言う
べき 1st Album
『Future Listening!』
でソロ・デビュー。
DJ としては自身のレギュラーパーティー
「MOTIVATION」
、
ビッグ・フェス
ティヴァル、
様々なトップ・ブランド、
VIP パーティーへの出演など、
精力的に活動。
2007 年、
音楽プロダクション hug inc. を、
コ
ロムビアミュージックエンタテインメントと hug Columbia を立ち上げる。
また音楽プロダクション兼作曲家としてヒット商品の
人気コンピレーションシリ
CM に携わる事も多く、
近年では amadana による DoCoMo
「N705i」
のサウンドプロデュースを担当。
ーズ
「MOTIVATION」
監修。
クリディティヴ・ディレクターを務める AYUSE KOZUE の１st アルバム
「AK」
、
松本人志第一回監督
作品「大日本人」
のオリジナルサウンドトラック、
サウンド・プロデュース作品となる板尾創路のデビュー・シングル
『少年 B』
が
発売中。
6 月には新曲
「A.O.R./TOWA TEI feat. LINA OHTA」
を収録したコンピシリーズ最新作
『MOTIVATION 7』
など発売予定。
http://www.towatei.com

http://www.myspace.com/towatei

http://www.myspace.com/huginctokyo

http://www.huginc.net

http://www.columbia.jp/towatei

