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平成 24年 8月 8日 

報道関係各位 

 
LG エレクトロニクス･ジャパン株式会社 

 

LG エレクトロニクスの日本法人 LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表者：李揆弘代表取

締役、本社：東京）は、iPodや iPhone、iPadを接続して音楽を再生できるドックスピーカー5機種

を 9月上旬より発売します。 

今回発売する製品は、AirPlay 対応、サブウーファー内蔵の「ND8520」や、iPad・iPhone など

を接続しながら同時に AndroidTMのスマートフォンも接続できる「ND5520」、その他シンプルであ

りながら高いデザイン性も兼ね備えた「ND4520」「ND3520」「ND1520」の 3 機種、計 5 機種にな

ります。 

価格はオープンです。製品の特長および仕様については下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音楽音楽音楽音楽ををををワイヤレスワイヤレスワイヤレスワイヤレスでででで楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる AirPlayAirPlayAirPlayAirPlay やややや、、、、BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth®®®®にににに対対対対応応応応したしたしたしたモデルモデルモデルモデルなどなどなどなど    

ドックスピーカードックスピーカードックスピーカードックスピーカー5555 機種機種機種機種をををを新発売新発売新発売新発売    

9月上旬より発売開始 

 

【ND8520】 

 
【ND5520】 

 

【ND4520】 

 

【ND3520】 

 

【ND1520】 
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■ 主主主主なななな製品特徴製品特徴製品特徴製品特徴    
    

BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth@@@@にににに対応対応対応対応    手元手元手元手元ののののモバイルモバイルモバイルモバイル機器機器機器機器のののの音楽音楽音楽音楽ををををワイヤレスワイヤレスワイヤレスワイヤレスでででで再生再生再生再生可能可能可能可能    

Bluetooth®対応により、スマートフォンなどモバイル機器の音楽をワイヤレスで再生できるため、

手元のモバイル機器の画面を見ながらスピーカーで再生される音楽を楽しめます。 

※「ND1520」は対応しておりません。 

 

 

スマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォンををををリモコンリモコンリモコンリモコンとしてとしてとしてとして操作可能操作可能操作可能操作可能    

App Storeまたは Google Playで「LG Bluetooth Remote」アプリをダ

ウンロードすることで、お手持ちのスマートフォンがリモコンとして操作可能

になります。ドックスピーカーのオーディオ機能やラジオ機器チューナー機

能、セットしたモバイル機器などがスマートフォンで操作できます。 

※「ND1520」は対応しておりません。 

 

 

外部外部外部外部機器機器機器機器からのからのからのからの再生再生再生再生もももも可能可能可能可能    

 USB 機器に記録されている音楽ファイルを再生したり、MP3 プレーヤーなどを接続して再生す

ることも可能です。  

        

    

    

■ 各機種各機種各機種各機種のののの主主主主なななな製品特徴製品特徴製品特徴製品特徴    

＜＜＜＜ND8520ND8520ND8520ND8520＞＞＞＞    

AirPlayAirPlayAirPlayAirPlay 対応対応対応対応、、、、サブウーファーサブウーファーサブウーファーサブウーファー内蔵内蔵内蔵内蔵モデルモデルモデルモデル    

 iTunesや iOSデバイス内の音楽を、無線 LAN（Wi-Fi）を経由して再生で

きる AirPlay に対応しています。また、サブウーファーも内蔵しているため、

迫力ある重低音で音楽を楽しめます。 

※AirPlay を使用するには、無線 LAN（Wi-Fi ） 環境、 iOS4.3 以降の    

iPod touch / iPhone / iPad、iTunes10.2以降の PC環境が必要です。 

    

    

「「「「CES Innovation AwardsCES Innovation AwardsCES Innovation AwardsCES Innovation Awards」」」」もももも受賞受賞受賞受賞したしたしたしたスタイリッシュスタイリッシュスタイリッシュスタイリッシュななななデザインデザインデザインデザイン    

 黒を基調とするキューブ型の特徴的なフォルム、それに溶け込む前面タッチパネ

ルのスタイリッシュなデザインなどで、エンジニアや産業デザイナーなどの専門家か

ら最高の評価を獲得した家電製品に贈られる「CES Innovations Award」を受賞

しました。 
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＜＜＜＜ND5520ND5520ND5520ND5520＞＞＞＞    

AndroidAndroidAndroidAndroidTMTMTMTMにもにもにもにも対応対応対応対応したしたしたしたデュアルデュアルデュアルデュアル・・・・ドックスピーカードックスピーカードックスピーカードックスピーカー    

 iPod や iPhone、iPad などのアップルのモバイル機器を接続しながら、

AndroidTMのスマートフォンを同時に接続して充電することも可能です。 

※ AndroidTM端末の音楽を再生するには Bluetoothに接続する必要があります。 

 

 

 

「「「「red dot design awardsred dot design awardsred dot design awardsred dot design awards」」」」受賞機種受賞機種受賞機種受賞機種    

 革新性、機能性、エコロジーなど９つの基準から審査される世界最大のデザイン

コンテストのひとつ「red dot design awards」を受賞。白を基調としたデザインは、

インテリアの一部としても楽しめる製品です。 

 
 

    

    

＜＜＜＜ND4520ND4520ND4520ND4520＞＞＞＞    

電池電池電池電池のみのみのみのみのののの使用使用使用使用によりによりによりにより持持持持ちちちち運運運運びびびびもももも可能可能可能可能    

 電源コードやアダプターを接続しなくても、電池のみの使用が可能なため、持ち運びもできて好

きな場所に置いて音楽を楽しめます。 

    

    

    

＜＜＜＜ND3520ND3520ND3520ND3520＞＞＞＞    

「「「「iFiFiFiF デザインデザインデザインデザイン賞賞賞賞」」」」受賞製品受賞製品受賞製品受賞製品    

 ドイツ・ハノーバー工業デザイン協会が主催する世界的に権威のあるデザイン賞

のひとつ「iF デザイン賞」を受賞しています。「ND5520」同様、白を基調としたイン

テリアとしても馴染むデザインです。 

 

 

 

＜＜＜＜ND1520ND1520ND1520ND1520＞＞＞＞    

音楽再生音楽再生音楽再生音楽再生のほかのほかのほかのほかアラームアラームアラームアラームややややラジオラジオラジオラジオ機能機能機能機能もももも搭載搭載搭載搭載    

 iPod や iPhone を接続して音楽を楽しむ基本的な機能はもちろん、アラーム機能やラジオ機能

なども搭載。コンパクトでシンプルな機能を取りそろえたエントリーモデルです。 
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■ 製品製品製品製品スペックスペックスペックスペック    ドックスピーカードックスピーカードックスピーカードックスピーカー「「「「ND8520ND8520ND8520ND8520」「」「」「」「NDNDNDND5520552055205520」「」「」「」「ND4520ND4520ND4520ND4520」「」「」「」「ND3520ND3520ND3520ND3520」「」「」「」「ND1520ND1520ND1520ND1520」」」」 

モデルモデルモデルモデル名名名名    ND8520ND8520ND8520ND8520    ND5520ND5520ND5520ND5520    ND4520ND4520ND4520ND4520    ND3520ND3520ND3520ND3520    ND1520ND1520ND1520ND1520    

出力 20W×2ch+40W 15W＋15W 5W＋5W ４W＋４W 5W 

電源 100V-240V、50/60Hz 

外形寸法 約(W)×(H)×(D) 245×245×245 436×152×115 348×90×150 160×44×160 158×88×87 

質量  約 6.0kg 約 2.3kg 約 1.5kg 約 0.7ｋｇ 約 0.6kg 

外部音声入力 3.5mm ステレオミニジャック（MP3プレーヤーなどの再生） 

ワイヤレステクノロジー 
AirPlay 

Bluetooth Remote App 

Bluetooth Remote App 

Bluetooth Streaming 
－ 

対応機種 iPod、iPhone、iPad iPod、iPhone 

USB機器からの再生 ○（MP3/WMA） － 

LED クロック ○ ○ － ○ ○ 

スリープタイマー ○ ○ － － ○ 

アラーム機能 ○ ○ － － ○ 

FM ラジオ※1 ○ ○   ○ 

そ
の
他 

Auto Clock Sync※2 ○ ○  ○ ○ 

付属品 

リモコン、 

FMアンテナ、 

iPad用スタンド、 

フェライトコア 

リモコン、 

ACアダプター、

電源コード、 

FMアンテナ、

iPad用スタンド、

フェライトコア 

リモコン、 

ACアダプター、

電源コード 

リモコン、 

ACアダプター、

電源コード、 

フェライトコア 

ACアダプター、

電源コード、 

FMアンテナ 

 
※1 受信数は数：76.0MHz～90.0MHz 
※2 iPod/iPhoneなどの機器と、本機の時間を自動で同期します。 
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■LG Electronics Japan株式会社 会社概要 

 

 社  名  LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 

 本  社  〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツインタワー本館 9階 

 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.lg.com/jp 

 設  立  1981年 1月 

 代 表 者  代表取締役社長 李  揆弘 （リ・ギュホン） 

 事業部門  ホーム・エンターテイメント事業  液晶テレビ、液晶モニター、デジタルサイネ

ージ、ブルーレイプレーヤー、AV 機器、光

学ストレージ、記録メディア 

         モバイル通信事業 携帯端末、通信モデム 

         ホーム・アプライアンス事業           洗濯機、掃除機、冷蔵庫、ワインセラー 

 営業拠点  大阪営業所（大阪市中央区） 

          名古屋営業所（名古屋） 

          九州営業所（福岡） 

 研究拠点  LGエレクトロニクスジャパンラボ（東京都品川区） 

日本デザイン研究所（東京都港区） 

 

 

 

報道関係者報道関係者報道関係者報道関係者からのおからのおからのおからのお問問問問いいいい合合合合せせせせ先先先先    

    

担当：LG広報代理（共同 PR株式会社）  

第 8業務局 小林 

Email: m-kobayashi@kyodo-pr.co.jp  

TEL: 03-3571-5238（直通） FAX: 03-3574-5380 

 

ＬＧエレクトロニクス・ジャパン株式会社 

広報担当 金 東建 （キムドンゴン） 

Email: donggun.kim@lge.com 

TEL: 03-3588-1917（直通） FAX: 03-3586-3984 

 
 

 


