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A U T U M N

音 楽 の 感 動 は 、 こ こ か ら 始 ま る 。

「最高峰」
は進化する。
たんなる後継機ではありません。
あの「至高」のさらなる上をいくShupremeシリーズに新たなトップエンド・スピーカーケーブル
の誕生です。
シュプリーム

ゾノトーンは「最高峰」に安住しません。
ひとつの峰を超えたら、
さらなる高い峰を目指しています。

細に入り表現したい。このスタンスから、
ピュアで繊細な精彩感と豊麗な描写力に加
え、重厚で濃密な堂々たる臨場感を実現。
しかも、高S/N比から生まれる抜群の静
寂感。さらには、今まで体験したことのない強力なエネルギーと解像力。こうした揺る

Shupremeのhは、high
（高み）
のh。
「至高」
のさらなる高み
（high）
を極めたShupreme

ぎのないゾノトーンの独自性が桁違いなスケールの感動力をもたらします。
「７NSP-

シリーズは、ゾノトーンのフラッグシップ。独自の発想力、柔軟な開発力、斬新な技術

Shupreme X」はオーディオファイル待望のスピーカーケーブルです。

力の結晶であるクォリティがオーディオファィルに高い評価を得て、登場以来、
「最高
峰」
の座に君臨しています。スピーカーケーブルの７NSP-Shupreme 1は、Shupreme
シリーズラインナップの一つでしたが、本年 3月に惜しまれつつ生産終了となりまし
た。それ以来、後継機を待望する声が日増しに高まっていましたが、開発に時を惜し

文字通り 先端 をいく画期的な新発想です。
先端交換式のオリジナル・バナナプラグ。
「７NSP-Shupreme X」
の標準完成品はシングル仕様で、
アンプ側はYラグ、スピーカー

まず、熟考に熟考を重ね、試作を繰り返してチャレンジ。
７NSP-Shupreme 1の 異次元

側はバナナプラグです。注目していただきたいのは、
バナナプラグの交換が可能になっ

の感動 というコンセプトはそのままに、新たなトップエンド・スピーカーケーブルとして

たことです。先端が曲がってしまった。先端が折れてしまった。先端だけ差し替えたい

「７NSP-Shupreme X」
が完成しました。

ゾノトーンの独創の技術は、独走の技術です。
素材も設計も構造も他の追随を許さぬ完成度。
先代の７NSP-Shupreme 1は
「最高峰」
という賛辞の声を集めましたが、
さらなる進化
を遂げたのが後継機の
「７NSP-Shupreme X」
です。特筆すべきは、革新線材の
「高純
度無酸素銅・PCUHD」
を採用したこと。超高純度7NクラスCuを中心に、
高純度無酸
素銅・PCUHDや特殊銅合金素材、純銀コートOFC、高純度酸素銅などによる5種の
異種・異径線材をゾノトーンの独壇場であるハイブリッド技術を駆使して新導体を完成。
また、多種の線材、線径を組み合わせ、絶縁して一つの芯線とするだけでなく、
プラス
マイナス各4芯からなる導体をポリエチレンの中空パイプをコアとして周囲に配置する
エアー制振構造も画期的な成果。ゾノトーンだけの構造であるDMHC
（ディスクリート、
マルチハイブリッド、ヘリカル／パラレル・コンストラクション）
とあいまって、純粋伝送によ
る 圧倒的体感サウンド を生み出しています。

超弩級の
（ピュア&エネルギー&迫真のプレゼンス）
。
音楽という芸術の感動を深める究極のパフォーマンス。
ゾノトーンの製品は比類のない物理特性を誇っています。でも、本当に誇りたいのは、
なによりも音楽性を最重要視していること。つまり、芸術の感動を追究した希有な感動
力が特色です。音楽のスケール感を余すことなく再現したい。音楽の息吹を微に入り

のだが、対応してくれないだろうか。このようなオーナーの声に耳を傾け、先端交換式
のバナナプラグを開発しました。必要なら、作ってしまう。 ユーザー本位 がゾノトーン・
イズム。小さな革命ですが、大きな安心感を生む新発想です。
※交換用プラグの製品ラインナップは裏面の紹介をご覧ください。

「至高」
のさらなる上をいくケーブルの新ヴァージョン

7NSP-S upremeX
シュプリーム

7N・5種ハイブリッド・バイワイヤー対応
（TOP- END）
スピーカーケーブル
完成品
（Y/Ｂ端子付2.0mペア）￥300,000（税別）JAN 4580365068649

※標準完成品はシングル仕様
（アンプ側：Yラグ、
スピーカー側：バナナプラグ）
となります。バイワイヤリング仕様については特注にて承ります。
※標準完成品
（2.0m）
以外の長さは1.0mより0.5m 間隔にて特注で承ります。

切売り
（1.0m）￥43,000（税別） JAN 4580365068533

※切売りは端子別売となります。
（Y/B端子、分岐コネクター、
シングル加工用専用チューブの別売キットあり）
推奨端子：LUGY-10、LUGB-10、SP-BNK26、STK-X

【11月上旬発売予定】

●導体構成：超高純度７ＮクラスCu、高純度銅特殊合金、高純度無酸素銅PCUHD、純銀コートOFC、高純度無酸
素銅。この５種の異種・異径線材を独自にハイブリッドさせたストランドに、
それぞれ高純度ポリエチレン絶縁体を被せた完全
独立異種16芯導体として採用●構造：全16 芯の独立導体を４芯ずつ分配。赤
（白ドットあり）
、赤
（白ドットなし）
、黒
（白ドッ
トあり）
、黒
（白ドットなし）
の４芯構造。シングル接続時は、スターカッド結合
（＋側）
：赤
（白ドットあり）
＋赤（白ドットなし）
／
（−側）
：黒
（白ドットあり）
＋黒
（白ドットなし）
。バイワイヤリング使用時は高域側
（＋側）
：赤
（白ドットあり）
╱
（−側）
：黒
（白
ドットあり）
、低域側
（＋側）
：赤（白ドットなし）
╱
（−側）
：黒
（白ドットなし）
というように、構成を換えることで所定の成果が得ら
れるＤＭＨＣ‐Quadri方式●導体サイズ：シングル接続時／9.5スケア×２。バイワイヤリング接続時／
（高域側）
3.84スケア
×2、
（低域側）
5.66スケア×２●絶縁体：高純度ポリエチレン●シールド：４芯それぞれがアルミラップシールド付●介在：中空
ＰＥパイプ×５によるエアー絶縁導入●外径：26ｍｍφ●端子：厚手のロジウムメッキによるオリジナルＹ
・Ｂ端子付。精密で高
オリジナル分岐コネクター
品位なネジ止め設計●その他：オリジナル26ｍｍφの非磁性体コネクター付 ※切売りに対応して、
とＹラグ、バナナプラグの別売りキットを用意

2 0 1 7

A U T U M N

音 楽 の 感 動 は 、 こ こ か ら 始 ま る 。

クロックにこだわるオーディオファイルに朗報です。
デジタルケーブルの傑作「Silver Granster HD-1」
にワードクロック対応のBNCタイプが登場しました。
クロックにアプローチするマニアが納得するケーブル

Silver Granster HD-1
グ ラ ン ス タ ー

シルバー同軸方式２重シールド高級デジタルクロックケーブル BNC（1.0m）￥38,000（税別） JAN 4580365069516
※完全受注生産となります（
。納期：約2週間〜3週間）

●導体構成：純銀コーティング超高純度6NCu●構造：1芯同軸構造●絶縁体：PE及 発泡PEによる２層タイプ
●シース：鉛レス、
カドミレスの新エコ材PVCシース
（RoHS対応）
●シールド：アルミペットテープの上に軟銅線編組を密着させた2重シールド方式
●外径：9mmφ●BNC端子：精密加工によるカナレ社製BNCプラグ●インピーダンス：75Ω

【11月上旬発売予定】

「デジタル同軸ケーブルもゾノトーン」と言われるのには理由があります。
メガヘルツ帯域の高精細信号をハイスピード・高忠実度で伝送するデジタルケーブル
作りには、高次元の技術力が要求されます。ゾノトーンは独創性に富んだアイデア
・豊富
な実績・秀逸な素材・構造・仕上げ・デザインで、次元の違う高忠実度・高速・高精細の
デジタル伝送力を実現。その結晶である高級デジタル同軸ケーブルの
「Silver Granster
HD-1」
に、待望のBNCコネクタを採用した兄弟機が誕生しました。

クロックのクオリティを最大限に引き出すことが使命です。
今、
オーディオファイルに注目されているクロック
・デバイス。クロックはデジタルオーディオ
の心臓部であり、音質を左右します。デジタル機器の内部で生成されるクロックよりも、外
部からクロックを供給するほうが音質を向上させることで、最近はクロック入力を装備し
た機器も目につくようになってきました。新開発の
「Silver Granster HD-1」
は、クロック
の能力を限りなく発揮するために誕生したワードクロック対応のケーブル。あえて
「デジ
タルクロックケーブル」
と名付けたのは、ゾノトーンの自信の表れです。

妥協を許さぬテクノロジーが随所に息づいています。

オーディオの楽しみを末永くサポート。
好評を得ているゾノトーンオリジナル・ユニ
バーサルタイプのスピーカーケーブル端子製
品
「LUG-5.5シリーズ」
に、先端交換用のプラ
グが別売りで登場です。これまでは本体ベース
とセット販売だけであった端子製品でしたが、
先端のみが必要というニーズにお応えします。
LUG -5.5シリーズ対応・交換用プラグ

LUG-S シリーズ

【11月上旬発売予定】

※新製品「７NSP-Shupreme X」のバナナ交換用プラグとしてのご使用が可能です。
●24K純金メッキ・Yラグ（先端のみ・4本組）

●24K純金メッキ・バナナプラグ
（先端のみ・4本組） ●ロジウムメッキ・バナナプラグ
（先端のみ・4本組）

LUGB-S ￥3,900（ 税別）JAN 4580365064719 LUGB-SRh ￥5,200（税別）JAN 4580365064740
●24K純金メッキ・ヴィンテージプラグ
（先端のみ・4本組） ●ロジウムメッキ・ヴィンテージプラグ（先端のみ・4本組）

LUGV-S ￥3,900（ 税別）JAN 4580365064726 LUGV-SRh ￥5,200（税別）JAN 4580365064757
【同時新発売】

ケーブルの素材と作りで音が決まるクロック。
ゾノトーンは、導体に純銀コーティングを施

7NSP-Shupreme X 専用シングル加工対応
スピーカーケーブル用チューブキット

した
「超高純度6NCu」
を単線で採用。シールドはアルミペッ
トテープの上に軟銅線編組

STK-X ￥3,000（ 税別）JAN 4580365064801

を重ねた2重シールド構造。シースは、RoHS対応PVCシースをシールドの外周に被せる

30mmφ×50mm
（黒無地・熱収縮タイプ）
2本／30mmφ×70mm
（黒・製品ロゴ入り・熱収縮タイプ）
2本
10mmφ×200mm
（ゴムチューブ・非熱収縮）赤2本、黒2本
※スピーカーケーブル1本
（片チャンネル）
分のセット内容となります。

ことで不要な振動を抑制する2層シース構造。精密加工によるカナレ社製BNCプラグ
は、厳格な管理で75Ωのインピーダンスを保持。ゾノトーンならではのテクノロジーで、
ハイ
・パフォーマンスなデジタル同軸ケーブルを実現しました。

音楽に聴き入ってしまうことが最大の魅力です。

●ロジウムメッキ・Ｙラグ
（先端のみ・4本組）

LUGY-S ￥3,900（税別）JAN 4580365064702 LUGY-SRh ￥5,200（税別）JAN 4580365064733

●「PCUHD」
は古河電気工業株式会社の登録商標です。●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。

取扱販売店

一つ一つの楽器の音の輪郭が明瞭。ボーカルの高音に透明感がある。コンサートホー
ルの空気感が伝わってくる。音に滲みがない。奥行き感がある。スペックを超えて、何よ
りも音楽性を大切にするのがゾノトーンの製品づくり。
「Silver Granster HD-1」
のピュア
にして壮大で立体感に富んだサウンドは、クロックにこだわるオーディオファイルに音楽
再生で高い満足度をお届けします。

製造販売元：株式会社 前園サウンド ラボ
〒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/
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