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S P R I N G

音 楽 の 感 動 は 、 こ こ か ら 始 ま る 。

さらなる前進、ベストグレード・サウンド。
インターコネクトケーブルの最進化形。あのGrandioシリーズの最新形。

ゾノトーンの音作りの原点でもある
ベストグレードケーブルのGrandioシリーズ。
力強さと躍動感あふれる鳴りっぷりに拡がり感と奥行き感を加味。
さらなる臨場感を求めて生まれ変わった新世代のGrandioシリーズに、
今、待ち望まれていた最新鋭のインターコネクトケーブル
「Grandio AC-1」が誕生しました。

超高純度7Nクラス・5種ハイブリッド・DMHC・10芯×２ ハイエンドインターコネクトケーブル

RCA
（1.0m）
￥85,000
（税別）JAN 4580586460307

XLR
（1.0m）
￥89,000
（税別）JAN 4580586460314

※1.0mを超える長さについては0.5m間隔にて特注を承ります。※本インターコネクトケーブルは１本で左右
（Lch/Rch）
の接続が可能です。なお、
分岐端子からRCAまたはXLR 端子までの長さは20㎝となります。
機器側左右
（Lch/Rch）
の端子間隔が40㎝以内でないと接続できませんので、
ご注意ください。

【2019年3月下旬発売】

コストという制約にとらわれず、贅を尽くして作りあげるベストグレードの
「Grandio」

素材の純度によってクオリティが左右されるだけに、
ゾノトーンは高品位な線材だけを採

シリーズ。新登場の「Grandio AC-1」は昨年リリースされると同時に、抜群のサウ

用しています。
「GrandioAC-1」
も例外ではありません。
ケーブルの心臓部ともいえる導体

ンドパフオーマンスでオーディオファイルに高く評価されてきたスピーカーケーブル
「Grandio SP-1」
と同グレードのインターコネクトケーブル。数々の傑出したケーブル
を開発してきたゾノトーンの中でも、とりわけ高いポテンシャルを秘めた「Grandio
AC-1」
は、音楽の感動を求めるオーディオファイルのこだわりに応える会心作です。

コンセプトケーブルの「Blue Spirit シリーズ」
と「Royal Spirit シリーズ」
。
２つのスピリットで培ったテクノロジーから生まれた「Grandio AC-1」
。
重厚な力感でJAZZファンの熱烈な支持を集めた
「Blue Spiritシリーズ」
。拡がり感と奥

構成は、
超高純度7NクラスCuを中心に、
新素材の高機能純銅線HiFC、
高純度無酸素
銅線PCUHD、
錫メッキOFC、
高純度無酸素銅など、
厳選された5種素材をゾノ
トーンなら
ではの黄金比によってハイブリッド。さらに構造は、導体を生かしきる革新的なDMHC
方式。これもまたゾノトーンの独自性です。もちろん、細部にいたるまで仕上げも入念。
すべてにハイレベルなサウンドのためのテクノロジーとアプローチが息づいています。

オーディオ機器と再生ソースとの蜜月の始まり。
感動ファースト とでも呼びたいケーブルです。
力強さ。躍動感あふれる鳴りっぷり。優れた解像力。繊細なディテール表現。この従来
の
「Grandio」
シリーズの特性に加え、
「Grandio AC-1」
は新たな魅力を身につけました。

行き感でファンを獲得したニュー・クオリティ
・グレードの
「Royal Spiritシリーズ」
。オーディ

それは、前方にせり出してくる迫力あるサウンドだけでなく、
スケールの大きな
「拡がり感」

オファイルに衝撃をもたらした２つのコンセプトケーブル。そこで培ったオリジナリティに富

と
「奥行き感」
が加味されて、あたかもオンステージで聴いているような臨場感が体感で

んだケーブルテク
ノロジーを活かし、
従来にないサウンド
・パフォーマンスを実現したインター

きること。音楽性が芳醇。芸術性が濃密。これはゾノトーンのケーブルに寄せられる感

コネク
トケーブルが「Grandio AC-1」
です。ゾノトーンの音づくりの原点でもある
「Grandio」

想に共通していますが、
「Grandio AC-1」
では一段と深い感動に包まれます。味わい尽く

にとらわれず、新しい発想を採り入れる。
この既成の概念に縛られぬ大胆で斬新なアプ

していると思っていたソースから再生される新たな音楽の表情や生命。
「Grandio」
らしい

ローチがあって、
はじめて
「Grandio」
を超えた
「Grandio」
の開発に成功したのです。オー

「Grandio」
と
「Grandio」
らしくない
「Grandio」
。
この新たな魅力を秘めた
「Grandio AC-1」
の

ディオファイルにとって、
いわば未知なるサウンド。それが「Grandio AC-1」
です。

選び抜いた5種の線材とゾノトーン独自のハイブリッド技術。
「Grandio AC-1」の 感動力 の裏付けです。
オーディオの要諦は ピュア＆パワー＆迫真のプレゼンス にあり。創立以来、
この理念のも
とに線材こそオーディオケーブルにとって重要な存在であることを立証してきたゾノトーン。

パフォーマンスは、音楽の奥深さを引き出し、芸術の崇高さに迫ります。
●導体構成：超高純度7NクラスCu、高機能純銅線HiFC、高純度無酸素銅線PCUHD、
モダーン錫メッキ高純度銅、高純
度無酸素銅OFC●構造：中心にはエラストマーで覆った天然綿糸を振動対策として配置。その周囲に5種類の異種線材、
（5芯）
×2
異種線径の導体に絶縁体を被せた完全独立の10芯導体を配置。革新的なDMHC方式●導体サイズ：1.7スケア
（計10芯）
（片チャンネル）
●外部ジャケット：PVCの上に2色の強靱なナイロン編組を加えた２重ジャケット●絶縁体：高純度ポ
リエチレン●シールド：銅編組シールド●介在：天然綿糸●外径：17.0㎜φ●端子：
【RCA】
精密一体加工によ コレット
チャック方式。
（キャップ）
ニッケルメッキ╱
（ピン）
ロジウムメッキ。キャップ最大径14.5 ㎜φ
【XLR】
ノイトリック社のプロ用端子製
品。接触部分は金メッキ仕様。端子最大径 20.5㎜φ

極め尽くした 最高峰 が身近になった。
最高峰モデルのShupreme Xに限りなく近いパフォーマンスのインターコネクトケーブル。
「最高峰モデルの廉価版を手にしたい」
という声にお応えして新登場。
ベスト・パフォーマンスのShupreme AC-LX。

（ 最高峰 を身近にしたベスト・パフォーマンス）

シ ュ プ リ ー ム

8芯・5種ハイブリッド・ハイエンドインターコネクトケーブル

RCA
（1.0mペア）
￥135,000
（税別）JAN 4580586460079╱XLR
（1.0mペア）
￥145,000
（税別）JAN 4580586460086
※1.0mを超える長さについては0.5m間隔にて特注を承ります。

【2019年3月下旬発売】

先端発想の新機軸。先端交換式バナナプラグ。

■革新的な超高純度7NCu×特殊銅合金素材・5種ハイブリッドの新導体を採用
■画期的な中空パイプ介在による新エアー制振構造
■独創的なゾノトーン独自のDMHC構造

革新素材とハイブリッド技術による新導体。上位機譲りの
ピュア＆パワー＆迫真のプレゼンス です。

バナナプラグの先端が曲がってしまった、折れてしまった。先端だけ差し替えられないものか。そん
な声に耳を向けて開発した先端交換式のバナナプラグ。その信頼性と安心感は、すでに
「7NSPShupreme X」
「Grandio SP-1」
で多くのユーザーに歓迎されています。その利便性をさらに多くの
マニアにお届けするべく、先端交換式バナナプラグを４本組のパッケージ製品としてリリースします。
ゾノトーンが作るとバナナプラグも画期的です。

「Shupreme X」
。その評価は、革新素材の採用とともにゾノトーンの独壇場であるハイ

■8.5スケアのスピーカーケーブルにも対応 ■装着部はネジ圧着方式 ■大型端子用でありながら、使いやすくて堅
牢。長期にわたる性能維持にも十分に留意した信頼設計■別売りの交換用プラグ
【LUG-S】
シリーズにも対応、
Ｙラ
グやヴィンテージプラグにも交換が可能

ブリッ
ド技術で ピュア＆パワー＆迫真のプレゼンス を実現したことです。弟機にあたる

先端交換式・画期的スピーカーケーブル用バナナプラグ

オーディオファイルから比類がないと絶賛されているインターコネクトケーブルの最高峰

LUGB-8.5ST/LUGB-10ST

「Shupreme AC-LX」
も、超高純度 7NクラスCu、高純度銅特殊合金、高純度無酸素

※LUGB-10STは
「7NSP-ShupremeX」専用となります。

銅PCUHD、純銀コートOFC、高純度酸素銅による5 種の異種・異径線材を絶妙な黄

LUGB-8.5ST 先端交換式バナナプラグ
（4本組）
￥17,000
（税別）JAN 4580365064771
LUGB-10ST 先端交換式バナナプラグ
（4本組）
￥21,000
（税別）JAN 4580365064788

金比でハイブリッドさせた新導体を採用。この卓抜なテクノロジーで、上位機にひけを
とらない ピュア＆パワー＆迫真のプレゼンス によるパフォーマンスを誇っています。

●ケーブル挿入サイズ＝導体
（芯線）
挿入部：内径5.5 ㎜
（LUGB-8.5ST、LUGB-10STともに共通です）
●外部筒部サイズ：
（LUGB-8.5ST）
内径10.5㎜/外径12.0㎜
（LUGB-10ST）内径11.0㎜/外径13.5㎜
LUGB-8.5ST
●適合機種：
（LUGB-8.5ST）
6NSP-Granster 7700α
【2019年5月上旬発売】 （LUGB-10ST）7NSP-Shupreme X

目ざしたのは上位機に迫るベスト・パフオーマンス。
完成度の高い独創的な設計と構造です。
優れた素材による導体だけでは、ベスト
・パフォーマンスのインターコネクトケーブルは完
成しません。要求されるのは、設計や構造も秀逸であること。
「Shupreme AC-LX」
は
ゾノトーンの豊富な実績と経験はもちろん、そこにとどまらぬオリジナリティに富んだ設
計と構造を採り入れています。多種の線材と線径を組み合わせ、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芯からなる導体を中空パイプを介して周囲に配置す
る画期的な新エアー制振構造。他に例を見ないゾノトーンだけのDMHC 構造。
これらは
上位機を踏襲した独自性、
さらに外装ジャケッ
トから端子に至るまで、細部にわたって信
頼性を重視しています。また、
完成品の1.0mを超える長さについては0.5m間隔にて長
尺にも対応します。

迫り来る音楽という芸術の深い感動。
上位機に負けず劣らぬサウンド・クオリティです。

ニーズにフィットする新機構。ぴったりコンタクト・バナナ。
端子によってでもサウンドに影響が出るスピーカーケーブル。バナナプラグに求められるのは確実な
コンタクトです。そこで、先端交換用バナナプラグの先端の太さが調節できる頼もしいバナナプラグを
開発しました。太さの調節はバナナプラグの根元のスクリューを回すだけ。バナナプラグの差し込み
口のサイズにバラツキがあっても、スピーカー端子にピッタリとフィット。ユーザーのニーズに応えるた
めなら、一から作ってしまう。ゾノトーン・イズムから生まれたバナナプラグです。
■バナナプラグの根元のスクリューを回すと、バナナプラグ内のセンタースピンが移動。バナナプラグの先端が押
し拡げられ、
プラグのコンタクトを確実にします■新製品の「LUGB-8.5ST」
「LUGB-10ST」
の交換用端子として使用
するだけでなく、
「LUG-5.5シリーズ」
の交換用端子としても対応可能■ゾノトーンの純正完成品スピーカーケーブル
「7NSP-ShupremeX」
「Grandio SP-1」
（ 両製品ともバナナプラグ装着時のみ）
の交換用端子としても対応が可能

先端交換用・調整機能付バナナプラグ

LUGB-SLR

先端交換用・調節機能付バナナプラグ
（4 本組）
￥18,000
（税別）JAN 4580365064764

瑞々しい空気感。際立つ強力な低域制動力。高Ｓ/Ｎにして、高分解能など「Shupreme
AC-LX」
の魅力は、
それだけではありません。聴き心地のよさも大きな魅力。これによっ

●スクリュー部サイズ：外径12.0㎜/長さ17.4㎜
（プラグ非拡張時）
●適合機種：LUGB-8.5ST、LUGB-10ST、LUG-5.5シリーズ

て、
ピュアで繊細な精彩感、豊麗な描写力、重厚で濃密な堂々たる臨場感、抜群の静寂

【2019年5月上旬発売】

感が生まれ、音楽という芸術の感動を余すことなく再現します。ゾノトーンがケーブルづく
りで大切にしているのは、物理特性を超えた音楽性。そこで体感する 圧倒的な感動サ
ウンド は、
リスナーの想像を超えているでしょう。
●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 種類の素材を独自の黄金比で異種・異径ハイブリッドさせたオリジナル導体●構造：ハイブリッド独立8芯を絶縁パイプの
周囲に配置。4芯を集合アイソレートする方式●導体サイズ：2.5スケア
（4芯）
×2
（計8芯）
（片チャンネル）
●外装ジャケット：シー
スの上に２色の強靱なナイロン編組を加えたゾノトーンのブルー＆ブラックのオリジナルジャケット●シース：鉛レス、
カドミレスの
エコ処理新PVCシース
（RoHS対応）
採用●絶縁体：誘電効果の高い高純度ポリエチレン採用●シールド：内部シースに厚手
のアルミラップシールドと高密度軟導線編組を重ねた２重シールド型●介在：中空PEパイプ。あわせて、
それによるエアー絶縁
【RCA】
精密一体加工によるコレットチャック方式。
（キャップ）
ニッケルメッキ╱
（ピン）
ロジウムメッ
導入●外径：10㎜φ●端子：
キ。キャップ最大径14.0㎜φ。
【XLR】
ノイトリック社のプロ用端子製品。接触部分は金メッキ仕様。端子最大径 20.5㎜φ

取扱販売店

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/

●「HiFC」
は日立金属株式会社の登録商標です。●「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。 2019 年 3月作成
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