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【PART 1】

エントリークラスの概念を変えた ハイＣ/Ｐスピーカーケーブル の誕生です。
ユーザーリクエストに真に耳を傾けたMeisterです。Meister Series
のマイスターとは、経験と実績に裏打ちされた 匠の技が光る製品のこと。
ユーザーのみなさまからは、多くの共通した声が寄せられていました。製品
の優秀性は認識しているけれど、もっと手軽に入手できないものか。そこで、
コストという厳しい制約の下、いかにゾノトーン・フィロソフィーが息づくハイ
クォリティな製品を完成させられるか、という命題に取り組み、その答を出し
ました。ロープライスであっても妥協を排すこと。高価なプレミアム素材、高
純度ハイブリッド導体は、その裏づけ。ゾノトーンのお家芸を惜しみなく投入
したのです。もちろん、試作と長時間にわたる視聴の繰り返しも怠っていませ
ん。その結果、独自の黄金比による素晴らしいサウンド・クォリティを実現。
いずれも彫りが深く、帯域バランスの整った、エントリーモデルらしからぬ仕
上がりです。プライスに驚く。ハイクォリティに驚く。つまり、ハイC/Pに驚く。
それが 新Meister Series のスピーカーケーブルです。

平行線なのにハイブリッド導体。先進のテクノロジーです。

6NSP-1100 Meister

高品質6NCu・新4 種ハイブリッド2芯平行スピーカーケーブル
●高Ｓ/Ｎ比●高い解像度●張りのある中高域●躍動感あふれる低域
切売り
（1.0m）￥950（税込￥998）JAN 4580365063460
50mリール ￥47,500（税込￥49,875）JAN 4580365063477
100mリール ￥95,000（税込￥99,750）JAN 4580365063484

外径寸法が4.5×9.2㎜のメガネ型平行 2芯ケーブルながら、いい音のために贅をこ
らしました。導体には0.18 ㎜の高純度6NCuを中心とした 4 種の音のよい優れた素
材を選別。ゾノトーン独自の黄金比でハイブリッドさせた合計61本、1.55スケア×2と
いう太目の新導体を採用。また、一般的な平行線とは異なり、導体は最初に誘電特
性に優れた高純度ポリエチレンで固く絶縁したうえ、さらに青透明のポリ塩化ビ
ニールで被覆。まさに上級ケーブルと同様の二重骨格構造です。一見すると華奢な
作りですが、外径からは想像できぬ深い低域とダイナミックな再生音が魅力です。
●導体構成：高純度6NCu
（99.9999％純銅）
、錫コーティング
（Tin）
OFC、高純度単結晶PCOCC、

高品位なホームシアターへ。ハイグレードなサウンドです。

AVSP-1200Q Meister

高純度無酸素銅＋錫メッキ純銅の本格的4芯スピーカーケーブル
●躍動的で逞しいサウンド●緻密な帯域バランス●瑞々しい質感●バイワイヤー使用も可
切売り
（1.0m）
￥900（税込￥945）JAN 4580365063491
50mリール ￥45,000（税込￥47,250）JAN 4580365063507
100mリール ￥90,000（税込￥94,500）JAN 4580365063514

主としてホームシアターのカスタムインストールを念頭に開発したスピーカーケーブル
です。AVと冠してはいますが、随所にゾノトーンらしい工夫が凝らされています。導体

高純度無酸素銅の4種類●構造：高純度4 種素材ハイブリツドによるマルチストランド・スパイ
ラル仕上げの2芯平行ケーブル●導体サイズ：1.55スケア×2●導体抵抗：PE
（ポリエチレン）
●シース：PVC
（ポリ塩化ビニール）
（＝濃青透明）
●外径：4.5×9.2mm

広い用途に多様に対応。フレキシブルなケーブルです。

SP-220 Meister ブルーバージョン
PCOCC×OFCのハイブリッド2芯導体スピーカーケーブル
●小粒ながら抜群の切れ味●高いコントラスト感●明確な音像

30mリール￥13,500（税込￥14,175）ブルー JAN 4580365061572 シルバー JAN 4580365061640
100mリール￥45,000（税込￥47,250）ブルー JAN 4580365061589 シルバー JAN 4580365061657

には、新2種ハイブリッド２層マルチストランド・コンストラ

AVでのサラウンド再生で、クォリティの高いスピーカー

クション仕上げによる本格的なマルチ4芯
（クオドラル）
の

ケーブルが欲しい。そんなリクエストが多いことから、

採用。スターカッド接続で使用することによって不要な電

ブルー・バージョンが誕生しました。このクラス、この価

磁ノイズをキャンセルできるため、長い距離の引き回しで

格帯では信じられぬ 2 種ハイブリッド導体を採用してい

も低インピーダンス化が図れ、信号伝達のクォリティ
・アッ

ます。そのサウンドは、単にリア・スピーカーにとどまらず、

プが可能。また、従来に比べて外部被覆に滑りやすい

中・小型のフロント・スピーカーでも十分に能力を発揮

低摩擦シースを採用。通管がラクに実施できます。

します。また、機器の内部配線用としても最適。幅広い

●導体構成：錫コーティング
（Tin）
OFC、高純度無酸素鋼の2種

用途で活用していただけるケーブルです。

類●構造：2 種素材のハイブリツド、且つ２種線型マルチストラ
ンド・コンストラクションによる４芯ケーブル●導体サイズ：0.94
スケア×4●介在：綿糸●絶縁体：鉛レス、
カドミウムレスのPVC
（ポリ塩化ビニール）
（RoHS対応）
●シース：低摩擦 PVC
（ポリ
塩化ビニール）
●外径：7.5mmφ

●導体素材：高純度単結晶ピュアクリスタル PCOCC、高純度
無酸素鋼OFC●構造：高純度2種素材ハイブリツドによる2芯
マルチストランド仕上げ導体●導体サイズ：0.75スケア×2
●外径：2.8mmφ×2 の平行線 ●30ｍ巻、100ｍ巻
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【PART 2】

自作派マニアにお応えする切り売り電源ケーブルが登場しました。
リクエストに応えてついに切り売りに踏み切りました。
15年以上も前、世界に先駆けて超高純度銅7NCu 採用のハ
イグレード電源ケーブルを生み出したゾノトーン。 電源最優
先 のコンセプトで類い稀な高性能で高品質な電源ケーブル
を次々と作りつづけていますが、マニアの熱い声を聞き流す
ようなことはしません。オーディオの現場は、今、どのような
傾向にあるのか。着目したのは、
マニアが自分の手で電源ケー
ブルでリスニングルームのクォリティ・アップを目指しているこ
と。そこでは「なぜ、
ゾノトーンは電源ケーブルの切り売りをし
ないのか」という声が聞かれました。それは、私たちへの期待
感にほかなりません。そこで、自作派マニアの熱い視線にお
応えするため、安全第一を守り、頑なに完成品だけを世に送り
出してきたゾノトーンも遂に切り売りを決断しました。最高級
グレードとして名高いGrandio。妥協を許さぬ匠の技が光る
Meister。身近なBlue Power。音質で、
作りで、
デザインで。いず
れの製品も自作派マニアのこだわりを充たすケーブルです。
※オーディオケーブルの中で唯一
「法律」
に基づいて作られている電源ケーブル。
コネクターの選
別、組み立て工作は、
くれぐれもご留意のうえ、
自己責任をもって自作されますようお願いします。

超絶パワーを誇る極太5.5スケアの3芯ケーブル。
高純度素材と入念な作りで比類のない性能です。

特太3.5スケアの3芯は高性能＆高信頼性の証し。
再生機器のポテンシャルを極限まで引き出します。

オーディオにもビジュアルにも最適。
2芯タイプのベストバイモデルです。

高純度6NCu・4 種ハイブリッド導体の最高級シールド付電源ケーブル

高純度6NCu・3 種ハイブリッド導体のシールド付実力派電源ケーブル
●均質なエネルギー感 ●細やかな表現力 ●溌剌としたサウンド
切売り
（1.0m単位）
￥7,700（税込￥8,085）JAN 4580365062074
30mリール ￥231,000（税込￥242,550）JAN 4580365062081

3.5スケア×2、シールド付 2P 型電源ケーブル
●品位あるサウンド ●力感も魅力 ●クリアーな音質
切り売り
（1.0m単位）
￥6,300（税込￥6,615）JAN 4580365062098
30mリール ￥189,000（税込￥198,450）JAN 4580365062104

6NPS-5.5Grandio

●広がる空間感 ●鮮烈な楽器の質感 ●ワイドなレンジ感
切売り
（1.0m単位）
￥12,000（税込￥12,600）JAN 4580365062043
40mリール ￥480,000（税込￥504,000）JAN 4580365062050

オーディオケーブルと同様、電源ケーブルにも周波数帯域バラ
ンスとダイナミックレンジが要求される。
この卓抜なコンセプトか
ら生まれた、
ハイエンド・オーディオ機器のための革新的な電源
ケーブルです。先進の高純度素材である4種
（６Ｎ高純度銅、
5N
高純度銅、純銀コーティングOFC、高純度無酸素銅）
を惜しげ
もなく投入。他の追随を許さぬ黄金比でハイブリッドした極太
5.5スケア×3芯の導体は、
アナログ・ソースでもデジタル・ソース
でも最高の性能を発揮。極太3芯ケーブルなのに驚きのハイ
・
コスト・パフォーマンスで、
ベストセールスを記録しています。
●導体構成：６Ｎ高純度銅、5Ｎ高純度銅、純銀コーティングOFC、高純度無酸素
銅による独自の4種ハイブリッド導体●構造：5.5㎜φ×3芯
（アース線・緑色は高純
度無酸素銅線編組）
●絶縁体：エコ材による新耐熱PVC
（RoHS対応）
●外部ジャ
ケット：オリジナル２色特製ジャケットを外装着用●外径：15ｍｍφ●耐電圧：1000V/
分●導体抵抗：5.2Ω/km●許容電流値：23A
（125V）
● VCTF
（PSE準拠）

6N2P-3.5 Blue Power

6NPS-3.5 Meister

オーディオケーブルといえばゾノトーン。この定評の背景にあるの
は ゾノトーン・イズム。それは、
クォリティを落とさずにコストダウ
ンを実現していること。
６ＮCu
（99.9999％純銅）
を中心に3 種の
高純度軟銅線をハイブリッドし、
マルチストランド仕上げ、3.5スケ
アという特太導体を採用。使いやすさも抜群。実力派でありなが
ら、その高いC/Pは多くの方から満足の声をいただいています。
システムのグレードがワンランク向上したように感じられる。再生
するたびに味わい深くなる。手にしやすい高級電源ケーブルです。

2芯タイプですが、注目していただきたいのは、上位機に劣ら
ぬ優れた素材を投入していること。６ＮCuを中心に、3種のオ
リジナル高純度素材をハイブリッドした最高級ピュア導体を採
用しました。国内の電源事情も考慮した、特太3.5スケア×2
芯シールド付です。オーディオ機器でのパートナーとしてはもち
ろん、ＡV機器でのパートナーとしても、そのクォリティ、使い
やすさ、耐久性は期待を裏切りません。ゾノトーンのテクノロ
ジーが凝縮されたベストバイ
・モデルです。

●導体構成：６Ｎ高純度銅、純銀コーティングOFC 、高純度無酸素銅による
ゾノトーン独自の３種ハイブリッド導体●構造：3.5㎜φ×3芯
（アース線・緑色は
高純度無酸素銅線のみ使用）
●シールド：厚手アルミラップ材●絶縁体：エコ
材による耐熱新PVC
（RoHS対応）
●外部ジャケット：オリジナル2色特製ジャ
ケット＆外装着用●外径：12mmφ●耐電圧：1000V/分●導体抵抗：5.5Ω
/km●絶縁抵抗：10mΩ/km●許容電流値：23A
（125V）
●VCTF
（PSE準拠）

●導体構成：6N高純度銅、純銀コーティングOFC、高純度無酸素銅による
独自な3種ハイブリツド導体採用●構造：3.5㎜φ2芯●シールド：厚手アルミ
ラップ材●絶縁体：エコ材による新耐熱PVC
（RoHS対応）
●介在：天然綿
糸●外部ジャケット：オリジナル2色特製ジャケット＆外装着用●外径：11mmφ
●耐電圧：1000V/分●許容電流値：15A
（125V）
● VCTF
（PSE準拠）

3.0スケア×2芯の特太タイプ。日本の電力事情に理想の2芯タイプです。

6N2P-3.0 Meister

高品位パワー高純度 6NCu＋OFC 新ハイブリッド2 芯電源ケーブル
●信号の高忠実度再生●ノイズを出さない●ノイズを入れない
品
成
（1.5m）
￥9,800（税込￥10,290）JAN 4580365062166
完 売り シールド付2P-3pケーブル：完成品
り
（1.0m単位）
￥2,900（税込￥3,045）JAN 4580365062159
切
場 切り売り
新登
時
30mリール ￥87,000（税込￥91,350）JAN 4580365062173
同

オーディオにおける電源ケーブルの重要性をいち早く説き、製品づくりに積極的に注力してきた
ゾノトーン。世に送り出した製品は、すでに6機種。いずれも高い評価を得ていますが、そこに
ユーザーのリクエストにお応えするため、
１万円を切るエントリーモデルが新たに加わりました。
導体には高純度6NCuと高純度無酸素銅のピュア素材をハイブリッドで採用。3.0スケア×2芯の
特太タイプに仕上げ、ソースの高忠実再生に力を発揮。シールド付きで、ノイズ対策を徹底的に
追求しました。ロープライスながらエントリーモデルを超えたC/Pの高い電源ケーブルです。
●導体構成：6N高純度銅
（99.9999％Cu）
、高純度無酸素銅による2種ハイブリツド導体、0.26φ×57本●構造：
2種素材のハイブリツド・マルチストランド仕上げ●導体サイズ：3.0スケア×2芯●介在：天然綿糸●絶縁体：耐熱新
PVC
（ポリ塩化ビニル）
（RoHS対応）
●シールド：アルミラップシールド●プラグ＆コネクター：オリジナル一体成型モー
ルドタイプ。接点部は高純度ロジウムメッキ
（2P、
3Pタイプ共）
●シース：PVC（ポリ塩化ビニール）
（＝青透明）
●外径：
（定格）
：15A
（125V）
●VCTF（PSE準拠）
11㎜φ●耐電圧：1000V/分●導体抵抗：6.5Ω/km●許容電流値

取扱販売店
製造販売元：株式会社 前園サウンド ラボ

本
社〒189-0014 東京都東村山市本町3-17-34 TEL：042-391-7544 FAX：042-391-7547
東京営業所〒164-0001東京都中野区中野1-28 -11 TEL：03-5386-5031 FAX：03-5386-5032

http://zonotone.co.jp/

※規格、仕様、及び価格は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
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