「ケーブルと言えばZonotone」と称される理由は、
そこに独創的な発想と技術があるからです。
はじめに素材ありき。オーディオの要諦は ピュア＆パワー
にあり。素材の純度がすべてに優先する。前身の時代 から
線材の重要さに着目してきたゾノト ーン。超高純度7NCu
（99.99999% 超純銅）
、超高純度6NCu
（99.9999%純
銅）等のプレミアム銅をはじめ、結晶構造に優れた特徴をもつ
PCOCC、4N無酸素銅線、純銀OＦCなど、厳選・吟味した
素材だけを用いています。

D
Multi Conductor M
Helical-Parallel H
Construction C
Discrete

ディスクリート
（独立）
マルチハイブリッドコンダクター（多芯導体）
ヘリ／パラレル
（螺旋・並行）

コンストラクション
（構造）

追随を許さぬDMHC構造＝ピュア＆エネルギー＆迫真のプレゼンス。
DMHCには哲学がある。ホット、
コールドの2本
（2芯）
であることが

るため、円筒状に纏った極太多芯導体をホットとコールドに分離・

多いステレオケーブルの導体ですが、
ゾノトーンのDMHCは多芯導

独立させたもっとも完成度の高い構造です。この構造こそがイン

体。
最小単位でも4芯であり、
5芯×（合計10芯）
2
や７芯×２
（合計14芯）

ダクタンス、
キャパシタンスの低減化、位相歪み、高周波もしくは混

もあります。プラス、
マイナスの芯線材料も一様ではなく、超高純度

変調歪み、クロストークなどの低減、帯域バランス特性等の改善、

7NCu
（99.99999%超純銅）
、6NCu、
5NCuというプレミアム銅をはじ

共振、電磁誘導、振動抑止対策、エネルギー損失の防止、等々

め、結晶構造に優れた特徴をもつ高純度単結晶PCOCCに注目。

に極めて高い効果を発揮すると考えているのです。秘密は独自の

これらの融合をはかると同時に、DCRの低い純銀コート銅線、4N

黄金比。ゾノトーンの導体は長い時間をかけ、膨大な試作と試聴

無酸素銅線など各種の組合わせを行っています。その結果、様々

の繰り返しによるデータを基に他の追随を許さぬ独自の黄金比を

な線径、異種素材、異種線径を複雑に絡み合わせた新しいハ

創出しています。しかも物理的、科学的分析から得られる定量的、

イブリッド多芯導体を実現。DMHCの構造は、基本的には独立

係数学的な解釈だけに頼ることなく、耳による音楽性」
を何よりも

多芯導体を中心コアの周囲に円筒形に配置し、
プラス側とマイナ

重視しています。ここにも信頼の裏付け。
ゾノトーンのケーブルは、

ス側とを絶縁ダミー材を挟んで隔絶させる方式ですが、
スピーカー

すべてメイド・イン・ジャパンです。純粋伝送による新体感サウンド。

ケーブルに採用したのは、
さらに一歩進化したDMHC-DuO方式。

ゾノトーンのケーブルは信号ロスのない ピュア＆パワー 。だから

これは大電力と共に千変万化する微細な信号を正確に伝送させ

純粋伝送サウンド なのです。

Zonotone 先進のDMHC構造

第 1 導体（0.8 mmφ×1）
第 2 導体（0.2 6mmφ×7）

外部ジャケット
（オリジナル・ブルー＆ブラック糸編組）
鋼製スプリングシールド（15mmφ）

第 3 導体（0.18 mmφ×12）

内部ジャケット
（オリジナル・ブルー＆ブラック糸編組）

第 4 導体（0.12 mmφ×30）
第 5 導体（0.08 mmφ×50）

新PVCシース
（RoHS対応）
銅編組シールド
厚手アルミラップシールド
天然綿糸介在
高発泡ポリエチレン絶縁コア
絶縁体（高密度ポリエチレン）
天然綿糸介在

D MHC

第 2 導体
（0.5 mmφ×7）
第 7 導体
（0.1mmφ×20×7）
第 3 導体
（0.18 mmφ×30）
第 1 導体
（1.4 mmφ×1）
第 6 導体
（0.12mmφ×10×7）
第 4 導体
（0.08mmφ×30×7）
第 5 導体
（0.32 mmφ×19）

高密度ポリエチレン
厚手アルミラップシールド
新PVCシース
（RoHS対応）
外部ジャケット
（オリジナル・ブルー＆ブラック糸編組）
紙テープ
天然綿糸介在

DMHC-DuO

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://www.zonotone.co.jp/
facebook.com/zonotone

※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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Made in Japan

ゾノトーンのケーブルは「感動」につながっている。

Masterpiece Cables

人に近い。音楽に近い。感動に近い。

1990

年秋、Zonotoneの前身から日本で初めて7Nオーディオケーブルが
商品化され、日本のオーディオ界は初めて線材の重要性に気づき

求められるものを求められるカタチで。多彩なZonotoneファミリー。
●スーパー・グレード

●ハイ
・グレード

ブルを開発するために立ち上げたのが Zonotoneブランドでした。2007年のこと

Shupreme
（シュプリーム）
＝
「至高」に「h」が付いているのは、
「至高」
の

まず、
コストという制約を自らに課す。次に、そのもとで妥協を許さぬケー

です。オーディオファイルに革新的なケーブルをお届けする。それは、オーディオファ

さらなるhigh
（高み）
を意味するからです。
「ケーブルはゾノトーン」
という

ブルづくりは可能か、
という難題にトライする。幾多の壁に直面しなが

イルの心を揺さぶる音楽の深い感動を追求することにほかなりません。その根底

定評に安住せず、NEXT ONE へチャレンジするゾノトーン・スピリッツ。

らも、あきらめることなくトライをつづけ、限界の壁を破りました。誰も

シュプリーム
・シリーズは 異次元の感動 をテーマに、培ってきた独自な

にあるのは、音楽が好きでオーディオが好きという、個
（前園俊彦）
の熱い想いです。

発想力、柔軟な開発力、斬新な技術力を昇華させ、
「至高」
のさらなる

ました。以来、
数々の革新的なケーブルを世に送り出してきましたが、
より理想のケー

素材も構造も意匠も、
すべては感動のためにあります。金満家の趣味ではなく、一般
生活者の趣味としてオーディオを楽しんでもらうために適価であることも、Zonotone
はケーブルづくりのフロントランナーとして忘れていません。おかげさまで創立9年。

S upreme Series

Meister Series

シュプリーム

が認めるハイクォリティであるのに、誰にも歓迎されるプライスを実現。
「Meister Series」
は、多くの方に高品位なオーディオの愉しみを、
という

高みに到達したスーパー・グレードな製品群です。

願いを具現化した製品群です。

●ベスト
・グレード

●ニュー・スタンダード・グレード

Grandio Series

Granster Series

コストという制約を取り除き、贅を尽して、つくりたいケーブルをつくって

ハイ
・グレードな
「Meister」
を最高級の
「Grandio」
に近づける。この難

みる。このチャレンジ精神で至上のケーブルづくりにトライしたのが

攻不落ともいえる課題を遂に実現したのが「Granster Series」
です。革

製品ラインナップも多彩で充実しています。誰のため

「Grandio Series」
です。新導体の構築。
新構造の開発。
新発想の技術。

新線材の高純度無酸素銅線「PCUHD」
と
「HiFC」
のハイブリッドは、
ゾノ

に何を成すべきか。Zonotoneは、つねにオーディオ

そこから生まれた、感動をより深く、より豊かに体感するための究極

トーンならではのテクノロジー。それが「ケーブル新次元」
を可能にしまし

ファイルの声に耳を傾けます。叱咤、激励、共感、示

伝送という成果。いま求められるベストなケーブルとは何か。
「Grandio

た。エントリークラスを超えた、壮大にして立体感のあるサウンド。新し

Series」
の製品群は、その回答です。

い音、新しい感動をお届けする製品群です。

●ニュー・グレード

●モダーン・グレード

名実ともにケーブルの頂点を極めているゾノトーンですが、さらなる前

ゾノトーンに寄せられてきた従来の評価とはひと味違う、異端児とでも呼

進を目ざして絶えずアンテナをはりめぐらせ、不断の努力を怠っていませ

びたい製品群です。ヴィンテージ・ケーブルの存在感に着目しつつ、そ

唆。その声を製品に反映させる。それは、オーディオ
ファイルと感動を共有することです。Zonotoneのケー
ブルは、オーディオファイルの皆さまとつくるケーブル
でもあるのです。
（株）前園サウンド ラボ 代表取締役 会長 前園 俊彦

オーディオファイルと、

Neo Grandio Series

Blue Spirit

ん。その姿勢から巡り会った素材が革新線材の
「高機能純銅線・HiFC」

の魅力をさらに深める
「新モダーン錫メッキ線」
を開発し、純度の高い

でした。この画期的な素材を軸に、最高峰「Shupreme」
の血統を受け継

ピュア銅線とコラボレーションさせることで、ゾノトーンらしくない異色の

ぎ、最高級
「Grandio」
の魅力に肉迫するとともに、
アナログのティストも追

ゾノトーン・サウンドを完成しました。ジャズを愛好する方から熱い視線

求したマニア待望の製品群です。

を向けられている、もうひとつのゾノトーン・スピリッツです。

さらなる感動の共有へ。

音楽という芸術に触れるその感動の深度が違う。
それがゾノトーンのインターコネクトケーブルです。

抜群の新導体＆構造とハイCPのベストマッチ。高性能はもちろん精度の高い仕上げも自慢です。

7NAC-Grandio 07

ゾノトーンのインターコネクト・ケーブルづくりは、
「まだ、
できる

4芯×2（8芯）
、7N・4種ハイブリッド方式高級インターコネクトケーブル
RCA
（1.0mペア）￥59,900（税別）JAN 4580365060193
XLR
（1.0mペア）￥64,900（税別）JAN 4580365060209

ことがあるはずだ」という自問から始まります。その先へ。その
外部ジャケット
（オリジナル・ブルー＆ブラック糸編組）

奥へ。妥協から進歩や進化は生まれません。独自の構造、優れ

※
（1.5mペア）
（2.0mペア）
、
は特注で承ります。

鋼製スプリングシールド
（15mmφ）

た素材、高度な精度を徹底的に追求する。それは、ゾノトーンに

■独 立4芯×2
（8芯）
タイプ・3重シールド方式の イン

第 1 導体（0.5mmφ×7）

とって単に数値を追い求めることではありません。オーディオファ
イルが手塩にかけたシステムで、お気に入りの名曲や名盤を愛で

PVCシース
（RoHS対応）

ターコネクトケーブル■独自の黄金比をもつ新ハイブ

第 2 導体（0.32mmφ×7）

リッド導体は、日本人の美学が隅々まで生かされた精度

銅編組シールド

の高い仕上げ■ハイ
・クォリティの圧倒的な情報量■繊
細感あふれた美しい描写力

厚手アルミラップシールド

るとき、
「まだ再生しきっていなかったのか」と新たな体験を実感

第 3 導体（0.18 mmφ×6+6）

●導体構成：超高純度7NCu、PCOCC、純銀コートOFC、高純度無酸
素銅●構造：高純度4素材ハイブリッド導体による独立多芯集合、
アイソ
レート方式による独自のDMHC構造 ●導体サイズ：1.3スケア×2
（４芯×
２＝計 8芯）
●導体抵抗：13mΩ/m
（20℃）●シース：エコ処理新PVC
シース
（EU-RoHS対応）
●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2重ジャケット方式● 絶縁体：高純度ポリエチレン
●シールド：3重ガードシールド方式
（グランドアース線付）
●介在：天然綿
糸 ●外径：15mmφ●端子：精密一体加工によるコレットチャック構造、
（キャップ）
ニッケルメッキ。
（ピン）24金メッキ●その他：Ｓ/Ｎ改善用として
フェライトコアを入力、出力側にそれぞれ1個装着

中空ポリエチレン絶縁パイプ

してもらう。そのために、最高峰の７NAC-Shupreme1を筆頭に

第 4 導体（0.08mmφ×50）

ゾノトーンのインターコネクト・ケーブルは存在しているのです。

INTERCONNECT
CABLES

絶縁体
（高密度ポリエチレン）
内部ジャケット
（オリジナル・ブルー＆ブラック糸編組）

ここには「至高」
のさらなる高みがある。かつてない無類の
躍動感との出会い。インターコネクトケーブルの最高峰です。

正確無比な信号伝達とＣＰの両立を実現。 究極伝送 のインターコネクトケーブルです。

■革新的な開発：超高純度７NCu×特殊銅合金素材・５種ハイブリッド新導体。
■画期

7NAC-Grandio 06

的な機軸：中空パイプ介在による新エアー制振構造。※多種の線材を線径を組み合わせ、絶縁し
てひと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

〈DMHC〉
7N・新4種8芯マルチ・ハイブリッド＆トリプルシールド設計
RCA
（1.0ｍペア）￥47,900（税別）JAN 4580365060377
XLR（1.0ｍペア）￥52,900（税別）JAN 4580365060384

して周囲に配置。空気層を持たせることで、より一層の絶縁機能を向上させています。■独創的な発想：

NEW 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

※
（1.5mペア）
（2.0mペア）
、
は特注で承ります。

ン■瑞々しい空気感 ■際立って強力な低域制動力 ■中域から高域方向も高透明で

■ゾノトーンの原点である 究極伝送 の哲学のもと、困難な
コストダウンにも果敢に挑戦して実現に成功■もっともプ
レミアムな素材として注視されている7N銅
（99.99999％
Cu）
を中心に、計4種のピュアな高純度素材を採用■高純
度素材をハイブリッドし、先進構造のDMHC仕立て■独立
した導体によって、ロスの少ない、正確無比な信号伝達を
実現■繊細・高密度・ダイナミックなサウンド

高分解能 ■高Ｓ/Ｎ比で透明度が高くハイスピード ■コントラストが高く、引き締まる音
「至高」
のさらなる上を体感する 至福 のケーブル

7NAC-S upreme1
シュプリーム

（TOP- END）インターコネクトケーブル
RCA（1.0mペア）￥150,000（税別） JAN 4580365061244
XLR（1.0mペア）￥160,000（税別）JAN 4580365064238
※
（1.5mペア）
（2.0mペア）
、
は特注で承ります。

●導体構成：超高純度 7NCu、PCOCC、純銀コートOFC、高純度無酸
素銅●構造：７ＮＣｕを中心とした高純度4素材によるハイブリッド導体を
採用した独立多芯集合、アイソレート方式による独創的なＤＭＨＣ構造
●導体サイズ：総合1.39スケア
（片チャンネル）
（４芯×２=計8芯）
●シース：
EU-RoHS対応新ＰＶＣシース対応●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2重ジャケット方式●絶縁体：高純度ポリエ
チレン●シールド：３重ガードシールド方式
（グランドアース線付）
●介在：
天然綿糸●外径：13ｍｍφ●端子：精密一体加工によるコレットチャック
ニッケルメッキ。
（ピン）24金メッキ●その他：Ｓ/Ｎ改善用
方式、
（キャップ）
としてフェライトコアを入力、出力側にそれぞれ1個装着

HiFC

革新素材「高機能純銅線・HiFC」による「Neoサウンド」
。アナログ・テイストも追求したハイクォリティ
・ケーブルです。
■最高峰グレード
〈Shupreme〉
の透明感・躍動感と最
高級
〈Grandio〉
の繊細感に肉迫。■日本で初めて革新
素材の「高機能純銅線・HiFC」
を採用。■高純度4素材
を独自の黄金比でハイブリッド導体とし、ゾノトーンの
独壇場である
「DMHC」で仕上げた構造。■細部にいた
るまで比類のない精度。■最先進でありながらアナログ・
テイストも魅力。■包まれるような高域のやさしさ。豊か
で、ふくよかな低域の厚さ。抜群の定位感。
●導体構成：超高純度7NCu
（99.99999％超純銅）
、高純度銅の特殊合
金線､高機能純銅線・HiFC、純銀コートOFC●構造：高純度4素材ハイ
ブリッド導体によるDMHC構造●導体数：
（4芯×2= 計8芯）
。独立8芯を
絶縁パイプの周囲に配置。4芯をアイソレートする方式 ●導体サイズ：1.98
スケア×2●導体抵抗：10.6Ω/m
（20℃）
●シース：PVC
（EU-RoHS対応）
●外部ジャケット：2色の強靱なナイロン編組●絶縁体：高純度ポリエチレ
ン●シールド：内部シースにアルミラップシールド。さらに外側には特殊鋼
スプリングによる独立シールド
（グランドアース線付）
を加えた独自の3重
シールド方式 ●介在：中空PEパイプ●外径：9.2mmφ●端子：精密一
体加工によるコレットチャック構造。
（キャップ）
ニッケルメッキ。
（ピン）
ロジウ
ムメッキ●S/N改善用フェライトコアを両端に1個ずつ装着

7NAC-Neo Grandio10Hi

新素材HiFC・5種ハイブリッド・7芯×2（14芯）
・DMHCインターコネクトケーブル
RCA
（1.0ｍペア）￥83,000（税別）JAN 4580365060148
XLR（1.0ｍペア）￥87,000（税別）JAN 4580365060155

※
（1.5mペア）
（2.0mペア）
、
は特注で承ります。

●導体構成：超高純度7NCu、高純度銅特殊合金、PCOCC、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×２
（４芯×２= 計8芯）
●導体抵抗：９.5ｍΩ/ｍ●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●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●コア絶縁体：誘電効果の高い高純度ポリエチレン採用●シールド：内部シースに厚手アルミラップシールドと高密度軟銅線編組を重ねた２重シールド型。さらに外側に特殊鋼スプ
リングによる独立シールド
（グランドアース線付）
を加えた独自の３重シールド方式●介在：中空ＰＥパイプ。あわせて、
それによるエアー絶縁導入●外径：16ｍｍφ●端子：
（ＲＣＡ）
精密一体加工によるコレットチャック構造、接触部分は銀メッキ
の上にロジウムメッキ。
（ＸＬＲ）
ノイトリック社の定評あるプロ用新製品、接触部分は金メッキを施した特製品●その他：Ｓ/Ｎ改善用としてフェライトコアを入力、出力側にそれぞれ1個装着
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２芯タイプの概念を根本から覆した２層４芯Quadri。音楽性、芸術性を誇る感動力の高いケーブルです。

音楽に秘められた深い生命力に陶酔する。ひたすら迫真の鳴りっぷりを追究したケーブルです。

7NAC-5000 Meister

新モダーン錫メッキ線・ハイブリッド・ＤＭＨＣインターコネクトケーブル
RCA（1.0ｍペア）￥29,800（税別）JAN 4580365063774
XLR（ 1.0ｍペア）￥31,800（税別）JAN 4580365063781

〈DMHC-Quadri〉
2重シールド方式スターカッド高級インターコネクトケーブル
RCA
（1.0ｍペア）￥33,000（税別）JAN 4580365060513
XLR（ 1.0ｍペア）￥37,000（税別）JAN 4580365060520

※1.0m以上は0.5m間隔にて特注で承ります。

■新開発導体採用：錫メッキの概念を変えた モダーン

※1.0m以上は0.5m間隔にて特注で承ります。

錫メッキ線 を中心にピュア・カッパー線との価値ある

■7N超高純度銅をはじめとして、厳選された4種類の
異種線材、異種 - 線径を独自の黄金比でハイブリッドさ

コラボレーション■独 創のDMHC＋中空パイプ構造：
独立6 芯、
マルチハイブリッド、ヘリカル／パラレル・コン

せた導体 ■画期的、革新的な4芯クァドリ・スターカッド
構造■圧倒的なエネルギー感■広帯域のバランス再生

2重シールド方式 ■新音質：濃厚、濃密で緊迫感にあ

ストラクション、中空パイプによる新エアー制振構造､
ふれ、重心の低いサウンド。豊かな陰影感につつまれ

■高い解像力

た迫真のなりっぷり。

●導体構成：超高純度7NCu、PCOCC、純銀コートOFC、高純度無酸素
銅。これらの厳選された４種類の異種線材、異種線径を独自の黄金比でハ
イブリッドさせた導体●構造：忠実伝送を確保する４芯クァドリ・スターカッド
構造。異種独立２層４芯導体
（８芯コアに相当）
をホット、
コールドに２芯ず
つ端末に対角結合●導体サイズ：片チャンネルあたり2.12スケア。信号純度
の確保と共にパワフルなエネルギー伝送を実現●導体抵抗：18.5ｍΩ/ｍ
●外装ジャケット：2色の強靭なナイロンジャケット●絶縁体：誘電効果の
高い高純度なポリエチレンを採用●シールド：厚手のアルミラップシールド
と高密度編組による２重シールド●外径：9ｍｍφ●端子：電導率が良い純
金メッキを施したオリジナルＲＣＡプラグ。ＸＬＲコネクターはノイトリック社の
プロ仕様を採用。接続ピンはオリジナル24金メッキ●その他：素線の方向
性を厳重に管理。端末に矢印で表示

「PCUHD」
と
「HiFC」
との革新線材による
画期的なハイブリッド。バランス伝送にも対応
した無類のパフォーマンスです。

●導体構成：モダーン錫メッキ高純度銅、PCOCC、高純度無酸素銅。こ
れら3種類の線材、異種線径をゾノトーン独自の黄金比でハイブリッドさせ
た新導体●構造：3芯×2、
単芯もしくはハイブリッド導体による多芯集合、
アイソレート方式によるDMHC構造●導体サイズ：1.59スケア
（片チャン
ネル）
×2
（3芯×２=計6芯）
●導体抵抗：4.9mΩ/m●シース：
（内側）
EURoHS対応PVCシース
（つや消し青）
／
（外側）
EU-RoHS対応PVC
（薄明
青）
の2層シース●絶縁体：高純度ポリエチレン採用●シールド：アルミラッ
プと高密度銅編組の2重シールド方式●外径：8.5mmφ●端子：精密加
工によるオリジナルRCAプラグ／
（キャップ）
ニッケルメッキ、
（接触部）
ロジウ
ムメッキ。キャノンプラグ（ノイトリック社プロ仕様）
／
（キャップ）
ニッケルメッキ、
（接触部）
厚手Auメッキ●その他：中心部コアにはポリエチレンパイプ介
在によるエアー制振

価格からは想像できないクオリティ＆パフォーマンス。 センタースピーカー＆サブウーファーに最適な１本売り。
徹底的にこだわった最先進の導体と構造。
シアターサウンドをクォリティ・アップします。
コストパフォーマンスも追求したハイグレード・ケーブルです。 完成度の高い2 芯平行ケーブルの傑作です。

Silver Granster AC-1001α 6NAC-Granster 3000αAV

6NAC-Granster 3000α

4種新ハイブリッド2芯平行オーディオケーブル
RCA
（1.2ｍペア）
￥8,500（税別）JAN 4580365065006

6N・4種新ハイブリッド4芯 2 重シールド・オーディオケーブル
RCA
（1.0 mペア）￥18,900
（税別）JAN 4580365065174
XLR
（1.0 mペア）￥22,900
（税別）JAN 4580365065181
RCA（1.5mペア）￥24,100
（税別）JAN 4580365065198
XLR
（1.5 mペア）￥28,100
（税別）JAN 4580365065204

※1.2m以上は2.0mより0.5m間隔にて特注で承ります。

■贅沢な高純度4種素材を投入。
■高機能純銅線「HiFC」
と高純度無酸素銅線「PCUHD」のハイブリッド。
■隅々に
まで行き届いた入念設計。
■ダイナミックで気品さえ感じさ
せるサウンド。

※1.5m以上は0.5m間隔にて特注で承ります。

グ ラ ン ス タ ー

Blue Spirit-777AC

■通常の2 芯構造に比べ、2 倍を超える導体量を実現。
■ダイナミックで圧倒的なエネルギー伝送。
■ 新体感
ケーブル と呼びたい無類の高解像感。
■このクラスでは
注目のバランス伝送にも対応。
■バランス伝送に対応し
たセパレート型 AV アンプに最適。

●導体構成：純銀コートOFC、高機能純銅線HiFC、高純度無酸素銅線
PCUHD、高純度無酸素銅OFC●構造：高純度4素材によるハイブリッド、同
軸ダブルシールド×2本平行●シース：EU-RoHS対応エコ処理PVCシース
採用●絶縁体：高純度ポリエチレン●シールド：アルミラップと高密度錫メッ
キ銅編組の2重シールド●外径：5.4mmφ×2●端子：オリジナルRCAプ
ラグ。
（キャップ）
ニッケルメッキ╱
（ピン）
24金メッキ。キャップ最大径12mmφ

●導体構成：超高純度6NCu、高機能純銅線HiFC、高純度無酸素銅
線PCUHD、高純度無酸素銅OFC●構造：超高純度6NCuを中心とした
高純度4素材によるハイブリッド、4芯ダブルシールド構造●導体サイズ：
【RCA】
1.56スケア、
【XLR】
0.78スケア×2●シース：EU-RoHS対応エコ
処理PVCシース採用●絶縁体：高純度ポリエチレン●シールド：アルミラッ
プと高密度錫メッキ銅編組の2重シールド●介在：天然綿糸●外径：8.5
mmφ●端子：
【RCA】
精密加工によるオリジナルRCAプラグ。
（キャップ）
ニッ
ケルメッキ╱
（ピン）
24金メッキ。キャップ最大径13mmφ。
【 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 20.5mmφ

Coating

Hybrid

6NAC-Granster 2000α

6N・4種新ハイブリッド2芯2重シールド・オーディオケーブル
￥13,400（税別）JAN 4580365065082
RCA
（1.0ｍペア）
RCA
（1.5ｍペア）
￥17,400（税別）JAN 4580365065099

※1.5m以上は0.5m間隔にて特注で承ります。

■超高純度6NCuをはじめとして4 種の素材を投入。
■高
機能純銅線「HiFC」
と高純度無酸素銅線「PCUHD」
の独
創的なハイブリッド。
■力感のある伝送能力。
■繊細、華麗。
パワフルで豊かな音場感。
●導体構成：超高純度6NCu、高機能純銅線HiFC、高純度無酸素銅
線PCUHD、高純度無酸素銅OFC●構造：超高純度6NCuを中心とした
高純度4素材によるハイブリッド、
マルチストランド2芯ダブルシールド構造
●導体サイズ：0.78スケア●シース：EU-RoHS対応エコ処理PVCシース
採用●絶縁体：高純度ポリエチレン●シールド：アルミラップと高密度錫
メッキ銅編組の2重シールド●介在：天然綿糸●外径：8.5mmφ●端子：
精密加工によるオリジナルRCAプラグ。
（キャップ）
ニッケルメッキ╱
（ピン）
24金メッキ。キャップ最大径13mmφ
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6N・4 種新ハイブリッド4 芯２重シールド・センタースピーカー／サブウーファーケーブル
RCA
（1.0m×1）￥9,700（税別）JAN 4580365065358
XLR
（1.0m×1）￥11,700（税別）JAN 4580365065365
RCA
（1.5m×1）￥12,300（税別）JAN 4580365065372
XLR
（1.5m×1）￥14,300（税別）JAN 4580365065389
RCA
（3.0m×1）￥20,100（税別）JAN 4580365065433
XLR
（3.0m×1）￥22,100（税別）JAN 4580365065440
RCA
（5.0m×1）￥30,500（税別）JAN 4580365065518
XLR
（5.0m×1）￥32,500（税別）JAN 4580365065525

※上記以外の長さにつきましては2.0mより0.5m間隔にて特注で承ります。

■高品位なシアターサウンドの構築が可能。
■バランス伝
送対応のAV アンプのセンター＆サブウーファーに威力発
揮。
■AVセンターでのサブウーファー用としてもベスト
マッチ。※ケーブルの仕様は「6NAC-Granster 3000α」と同様です。

物理特性を超えた豊かな音楽性。
それがゾノトーンのスピーカーケーブルです。

類い稀な 表現力 から生まれる生々しいプレゼンス。
７芯×２
（14芯）
タイプ、8.1スケア×2の超弩級ケーブルです。

ゾノトーンが製品づくりで何よりも大切にしているのは、単なる物

7NSP-Grandio10

〈DMHC-Duo〉
14芯シールド付最高級スピーカーケーブル
完成品
（Ｙ/Ｂ端子付2.0ｍペア）
￥129,000
（税別）JAN 4580365061442

PVC外部シース

理特性を超えた音楽性です。ある意味、物理特性を追い求める

PVC内部シース

※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。
本製品はバイワイヤリング仕様非対応です。
※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。

第 1 導体（1.4 mmφ×1）

だけであれば、そう困難なことではありません。しかし、その製品

第 2 導体（0.5 mmφ×7）
第 3 導体（0.5 mmφ×7）

によって音楽という芸術の感動をどこまで引き出せるか、これは

切売り
（1.0ｍ）
￥19,000（税別）JAN 4580365062593

※切売りは端子別売となります（
。Y/B端子、
分岐コネクターの別売キットあり）
推奨端子：LUGY-8.5、LUGB-8.5、SP-BNK22

第 4 導体（0.5 mmφ×7）

容易ではありません。だからこそ、ゾノトーンは困難にチャレンジ

第 5 導体（0.32mmφ×19）

して数々の成果を挙げています。スピーカーケーブルも例外では

第 6 導体（0.18mmφ×4+26）

ありません。素材も設計も構造も、すべては音楽性に直結する

第 8 導体（0.08mmφ×120）

かを基準にして決められます。ゾノトーンにとってのスピーカー

厚手アルミラップシールド
絶縁体（高密度ポリエチレン）

■さらなる進化、さらなる深化を追求したハイレベル・
ケーブル ■存在感のある圧倒的なパワー＆スケール＆
エネルギー ■重厚で底力のある低音■繊細な信号に
まで、みなぎる生命力

第 7 導体（0.12mmφ×70）

●導体構成：超高純度７ＮCu、純銀コートOFC、PCOCC、高純度無酸
素銅の４種類の異種線材、異種線径を独自の黄金比でハイブリッドさせた
ストランドに、
それぞれ絶縁体を被せた完全独立異種７芯導体●構造：中
央部に配した単線導体の周囲に６本の異種独立ハイブリッド導体を配備。
この極太導体を、
ホット、
コールドの２芯に組立てた革新的なディスクリート・
マルチハイブリッドコンダクター・ヘリ／パラレル・デュオ・コンストラクション方
式。大電流と同時に微細でデリケートな情報を正確にバランスよく、
しかも
ダイナミックに伝達●導体サイズ：8.1スケア×２
（7芯×2=計14芯）
●導体
抵抗：2.2ｍΩ/ｍ●シース：環境問題に留意した鉛レス、カドミレスの最新
PVC
（RoHS対応）
●外装ジャケット：強靱で美しいオリジナル・ジャケット編
組●絶縁体：高純度ポリエチレン●シールド：厚手アルミラップシールド採
用●介在：天然綿糸●外径：22ｍｍφ●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●その他：オリジナル分岐端子付 ※切売りに対応し

中空ポリエチレン絶縁パイプ
PVCシース
紙テープ

ケーブルとは、製品を指しているだけでなく、いわば感動への
橋渡しでもあるのです。

外部ジャケット
（オリジナル・ブルー＆ブラック糸編組）

新DMHC-Quadri方式の目ざましい成果。
ピュアで繊細なうえに重厚で堂々たる臨場感。
登場以来、頂点の座を譲らぬスピーカーケーブルです。

て、オリジナル分岐コネクターとＹラグ、バナナプラグの別売りキットを用意

大型スピーカーを鮮烈に鳴らしきる高能力。ピュア伝送に徹したバイワイヤーケーブルの頂点です。

■ 革新的な開発：超高純度７NCu×特殊銅合金素材・５種ハイブリッド新導体。
■画期

7NSP-7070 Grandio

的な機軸：中空パイプ介在による新エアー制振構造。※多種の線材を線径を組み合わせ、絶縁
してひと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

〈DMHC-Quadri〉新・7NCu・4種ハイブリッド、シールド付4芯特太ケーブル
完成品
（Y×2/B×4端子付1.8mペア）￥125,000（税別）JAN 4580365061497

して周囲に配置。
■オリジナル開発／超高純度7NCu×特殊銅合金素材・5種ハイブリッド

※標準完成品はアンプ側：シングル仕様
（Yラグ）
、
スピーカー側：バイワイヤリング仕
様
（バナナプラグ）
となります。その他の仕様については特注で承ります。
※標準完成品
（1.8m）
以外の長さは1.0mより0.5m 間隔にて特注で承ります。

新導体 ■ユニークな機軸／中空パイプ介在による新エアー制振構造。各芯線は異種
線材の複合体で独立に絶縁、中心と芯線相互の間には５本の中空パイプを配置。これ

切売り
（1m）
￥16,600
（税別）JAN 4580365062609

が絶縁と振動吸収の役割を果たす隔絶構造 ■新エアー制振は新ＤＭＨＣ-Quadri方

※切売りは端子別売となります（
。Y/B端子、
分岐コネクターの別売キットあり）
推奨端子：LUGW-7070、LUGY-5.5、LUGB-5.5、
SP-BNK18

式の一環であり、これによってゾノトーンの精彩で豊麗な描写力に加えて濃密な臨場

■大型スピーカーを完璧に駆動する
「ダイナミック・ピュア
伝送」のために不純物のない超高純度導体の開発。
それ
を生かすディスクリート・ヘリカルパラレル構造を開発■超
高純度7N銅を中心に4種の導体をハイブリッド。単一導
体では到達できないバランスと安定性を得ると同時に、
これら複数の異種導体、異種線径をただひとまとめにコン
ダクトするだけでなく、それぞれ独立絶縁し、中心コアに多
芯螺旋状に配列するというDMHC構造を開発■ワイド
レンジで鮮烈なエネルギーを備えると同時に解像力に優
れ、繊細なディテールをあますところなく伝送■間接音成
分と情報を全て引き出す分解能、深い遠近感

感も身につけました。
■ゆとりと安らぎ感のあるサウンド、なめらかな音質・音調 ■高
Ｓ/Ｎ比で抜群の静寂感、従来にはなかった強力なエネルギーと解像力 ■コントラ
ストの高い立体的な描写力
「至高」
のさらなる上を求めて辿り着くケーブル

7NSP-S upreme1
シュプリーム

（TOP- END）スピーカーケーブル
完成品
（Y/Ｂ端子付2.0mペア）￥220,000（税別）JAN 4580365061725
※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）￥33,000（税別） JAN 4580365062654

●導体構成：超高純度7NCu、
PCOCC、
純銀コートOFC、高純度無酸素
銅●構造：高純度4 種素材ハイブリッド導体による独立多芯集合、
アイソ
レート方式による独自のDMHC-Quadri構造●導体サイズ：3.5スケア×4
（7芯×4= 計28芯）
●導体抵抗：5.8mΩ/m
（20℃）
●外装ジャケット：新
PVCシースの上に2色の強靭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：アルミラップシールド●介在：天然
綿糸●外径：18mmφ●端子：24金メッキによるオリジナル特太2-1端子、
Yラグ、バナナ端子付●その他：オリジナル18mmφ分岐コネクター付

※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-1

※切売りに対応して、オリジナル分岐コネクターとＹラグ、バナナプラグの別売りキットを用意

HiFC

次代の革新素材「高機能純銅線・HiFC」に着目した圧倒的な最先端サウンド。アナログ・テイストも大きな魅力です。
■目指したのは最高峰
〈Shupreme〉
の豊麗な濃密さと
最高級
〈Grandio〉
の鮮烈さ。■革新素材「高機能純銅
線・HiFC」の採用は日本初。■5種の異種線材、異種線
径を独自の黄金比でハイブリッド。ゾノトーンならではの
「DMHC構造」による仕上げ。■高次元の伝送能力が可
能にした生き生きとしたサウンド。■最先進でありなが
らアナログ・テイストも追求。■包まれるような高域のや
さしさ。豊かで、ふくよかな低域の厚さ。抜群の定位感。

●導体構成：超高純度７ＮCu、高純度銅特殊合金、PCOCC、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。ホット
（赤）
、
コールド
（黒）
として、極太導体に仕立て。通常の２芯使用時は、
スターカッド結合
（赤赤ホット側・黒黒コールド側）
、バイワイヤリング使用時は高域側
（赤黒ドット付）
、低域側
（赤黒ドッ
ト無し）
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新ＤＭＨＣ‐Quadri方式●導体サイズ：２芯使用時
（赤 赤・黒黒）
9.5スケア×２。バイワイヤリング使用時
（赤黒ドット付・高域）
3.84スケア×２、
（赤黒ドット無し・低域）
5.66スケア×２
●導体抵抗：2.2ｍΩ/ｍ●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。精密で高品位

●導体構成：超高純度7NCu
（99.99999％超純銅）
、高純度銅の特殊合金
線､高機能純銅線・HiFC、純銀コートOFC､高純度無酸素銅●構造：厳選
された5種類による異種線材、異種線径を独自の黄金比でハイブリッドさせ
たストランドに、それぞれ絶縁体を被せた完全独立異種7芯導体。中央部
に配した単線導体の周囲には6本の異種独立ハイブリッド導体を配備。この
極太導体をホット、
コールドの2 芯に組立てたDMHC構造●導体数：
（7芯
×2＝計14芯）
●導体サイズ：3.0スケア×２●導体抵抗：6.6ｍΩ/ｍ
（20℃）
●シース：PVC
（EU-RoHS対応）
●外部ジャケット：2色の強靭なナイロン
編組●絶縁体：高純度ポリエチレン●シールド：アルミラップシールド採用
●介在：エアー制振用の中空PEパイプを2本配置●外径：16mmφ●端
子：ロジウムメッキによるオリジナルＹラグ、またはバナナ端子付●オリジナ
ル17mmφ分岐コネクター付 ※切売りに対応して、オリジナル分岐コネクターと
Ｙラグ、バナナプラグの別売りキットを用意

新素材HiFC・5種ハイブリッド・7芯×2（14芯）
・DMHC最先端スピーカーケーブル
完成品
（Y/Ｂ端子付2.0mペア）
￥87,000
（税別）JAN 4580365064412

※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。本製品はバイワイヤリング仕様非対応です。
※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）
￥9,000
（税別） JAN 4580365064344

※切売りは端子別売となります。
（Y/B端子、
分岐コネクターの別売キットあり）
。推奨端子：LUG-5.5シリーズ、
SP-BNK17

なネジ止め設計で、極太10ｍｍφのスピーカーケーブルまで対応。ハンダゴテ不要で自由な入れ換えが可能●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、オリジナル分岐コネクターとＹラグ、バナナプラグの別売りキットを用意
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7NSP-Neo Grandio 07Hi

9

「高純度無酸素銅・PCUHD」
「高機能純銅線・HiFC」の２種をハイブリッド。ピュア＆ダイナミック伝送による圧倒的なエネルギー感です。

6NSP-Granster 7700α

Blue Spirit-777SP

新導体で迫真の鳴りっぷりをひたすら追求。
ミュージシャンの魂に肉迫する入魂のケーブルです。

新モダーン錫メッキ線・ハイブリッド・4芯×2・ＤＭＨＣ-DuOスピーカーケーブル
24K純金メッキ
（Y/B端子付2.5mペア）￥64,500（税別）JAN 4580365064078
ロジウムメッキ（Y/B端子付2.5mペア）￥69,900（税別）JAN 4580365064092

6N・4 種新ハイブリッド、
シールド付4芯特太バイワイヤー対応
スピーカーケーブル
完成品
（Ｙ/Ｂ端子付2.0ｍペア）
￥68,900
（税別）JAN 4580365067840

※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。
本製品はバイワイヤリング仕様非対応です。
※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。

グ ラ ン ス タ ー

※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）
￥7,400（税別）JAN 4580365063910
30m巻 ￥222,000（税別）JAN 4580365064221

切売り
（1.0m）
￥7,000
（税別）JAN 4580365067697
40m巻 ￥280,000（税別）JAN 4580365067703

※切売りは端子別売となります。
（ Y/B端子、
分岐コネクターの別売キットあり）
推奨端子：LUG-5.5シリーズ、SP-BNK16

※切売りは端子別売となります。 推奨端子：
（シングル接続時）LUGY-8.5、LUGB-8.5
（バイワイヤリング接続時）LUG-5.5シリーズ

■ 秘密は「新モダーン錫メッキ線」にあり■かつての錫
メッキ線の暴れを抑えながら、鮮度感やダイレクト感を

■２種の革新素材をハイブリッドしたのは、ゾノトーンの

最大限引き出すことに成功■比類の無い伝送特性■従
来とはひと味違うワイドレンジ ■濃い陰影感につつま

ケーブルだけ。
■多芯集合アイソレート方式による独自の
「DMHC-Quadri」構造。
■1芯あたり3.1スケアの極太サ

れたダイレクトな鳴りっぷり■豊かなアンビエンスは濃

イズ。シングル接続では6.2スケアというコアのキングサ
イズ化も可能。
■迫力あるエネルギー感。スケールの大き

厚、濃密、重量感■小型スピーカーでの使用ではワンラ
ンク、スケール感がアップ

い抜群のパフォーマンス。
■端麗な音場感は高解像度の賜

●導体構成：モダーン錫メッキ高純度銅、PCOCC、高純度無酸素銅、
これ
ら3 種類の線材、異種線径をゾノトーン独自の黄金比でハイブリッドさせた
新導体●構造：4芯×2、単芯もしくはハイブリッド導体による多芯集合、アイ
ソレート方式によるDMHC構造●導体サイズ：4.0スケア×2
（4芯×2= 計
8芯）
●シース：
（内側）
RoHS対応PVCシース
（つや消青）
／
（外側）
同PVC
（透明青）
の2層シース●絶縁体：高純度ポリエチレン採用●シールド：アル
ミラップシールド●介在：エアー制振用のPE中空パイプを2本配置 ●外
径：16mmφ●端子：オリジナルYラグ、またはバナナ端子付き
（24金メッキ、
またはロジウムメッキの2種類を用意） ※切売りに対応して、オリジナル分岐コ

物。単音の写実感。高速レスポンスによる中低域の力感。
●導体構成：超高純度6NCu、高機能純銅線HiFC、高純度無酸素銅線
PCUHD、高純度無酸素銅OFC●構造：高純度4 素材によるハイブリッド
多芯集合アイソレート方式による独自のDMHC-Quadri構造●導体サイ
ズ：3.1スケア×4●外部ジャケット：透明な鮮やかなブルー。強固に締めて
振動を与えぬ構造●絶縁体：高純度ポリエチレン●シールド：アルミラップ
シールド●介在：天然綿糸●外径：14mm●端子：
（標準完成品のみ）
厚
手のロジウムメッキによるオリジナルY・B 端子付、精密で高品位なネジ
※切売りケーブ
ルは端子別売とな
り
ます
。
止め設計。

ネクターとＹラグ、バナナプラグの別売りキットを用意

高品位サウンドのホームシアターへ。
ハイグレードなクォリティです。

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
切売り
（1.0m）￥900（税別）JAN 4580365063491
50mリール ￥45,000（税別）JAN 4580365063507
100mリール￥90,000（税別）JAN 4580365063514

※端子別売り。推奨端子：LUG-5.5シリーズ

生産終了

大型スピーカーも高品位にドライブする
4芯高級スピーカーケーブルです。

6NSP-6600S Meister

6NCu・4 種ハイブリッド導体、シールド付4芯特太バイワイヤー型
完成品
（Ｙ/Ｂ端子付2.0ｍペア）
￥67,300
（税別）JAN 4580365067284

※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
（2.0 m）
以外の長さは1.0 mより0.5 m 間隔にて特注で承ります。

切売り
（1.0m）
￥6,600
（税別）JAN 4580365062623
40m巻 ￥264,000（税別）JAN 4580365061565

※切売りは端子別売となります。 推奨端子：
（シングル接続時）
LUGY-8.5、LUGB-8.5
（バイワイヤリング接続時）
LUG-5.5シリーズ

■ 3.1スケアのビッグサイズ、6.2スケアのキングサイズ
（スターカッド接続の場合）
■高純度6N銅
（99.9999％
Cu）
を中心に厳選された4種類の異種線形をハイブリッド
させ、色づけのないニュートラルな導体を開発■高忠実
伝送を約束する特太４芯構造で仕上げ■バイワイヤリン
グ接続もスターカッド接続も可■ハイグレードなのにポ
ピュラーなプライス
●導体構成：高純度6NCu、
ＰＣОＣＣ、純銀コートОＦＣ、
高純度無酸素銅
●構造：高純度4素材のハイブリッド多芯集合アイソレート方式による独自
のＤＭＨＣ-Quadri 構造です●導体サイズ：3.1スケア×4●外部ジャケット：
鮮やかなブルーに透明。強固に締めて振動をあたえぬ構造●絶縁体：高
純度ポリエチレン●シールド：アルミラップシールド●介在：天然綿糸●外
径：14ｍｍφ●端子：
（標準完成品のみ）
厚手のロジウムメッキによるオリ
ジナルY・B端子付、精密で高品位なネジ止め設計。※切売りケーブルは端
子別売となります。

この価格帯では驚くべき完成度の高さ。
スターカッド使用時には逞しい躍動感サウンド。
ハイC/Pの４芯タイプ高品位スピーカーケーブルです。 ハイエンド仕様のノーマル・スピーカーケーブルです。

6NSP-4400S Meister

〈DMHC-Quadri〉シールド付高級スピーカーケーブル
切売り
（1.0ｍ）￥3,300（税別）JAN 4580365062630
40m 巻 ￥132,000
（税別）JAN 4580365061596

HiFC

ハイ・コストパフォーマンスを実現。メガネ型
平行2芯ケーブルの概念を大きく覆したサウンドです。

6NSP-1500 Meister

6NSP-2200S Meister

6N・高機能純銅HiFC・4種ハイブリッド・2芯平行スピーカーケーブル
切売り
（1.0m）￥1,000（税別）JAN 4580365067031
50m巻 ￥50,000
（税別）JAN 4580365067048
100m巻 ￥100,000
（税別）JAN 4580365067055

6N・4種ハイブリッド2芯スピーカーケーブル
切売り
（1.0m）
￥1,450（税別） JAN 4580365062647
50m 巻 ￥72,500（税別） JAN 4580365061619

※バイワイヤリングでの使用も可能です。※端子別売り。推奨端子：LUG-5.5シリーズ

※端子別売り。推奨端子：LUG-5.5シリーズ

■ハイブリッド･マルチ・ストランドの導体構成 ■
〈DMHCQuadri〉
の実力■ハイ・エンド・スピーカーとの相性は抜
群■ハイ・エンド・シアター用としても最適

■6NSP-4400Sの高音質をそっくり継承■丹念な2芯
シールド構造でしっかりとした仕上げ■この価格帯でも
4種の高純度素材をハイブリッドした最高の導体を採用

●導体構成：６ＮCu、
PCOCC、
純銀コートOFC、
高純度無酸素銅の４種類
をハイブリッド･マルチ・ストランド、新導体を色別4芯線としたCPの高いハイ
・
エンド・スピーカーのための高品位4芯ケーブル●構造：異種素材、異種線
形が１本に集合された同一導体４本構成による構造。単独に２本ずつ使用
すれば、低域用と高域用を個別に伝送するバイワイヤー結線が可能。２本
を対角線同士で結線するスターカッド接続使用では、低インダクタンス化が
可能。ダイナミックで逞しいサウンドが得られます●導体サイズ：2.0スケア×４
●導体抵抗：8.82ｍΩ/ｍ●外装ジャケット：透明なブルー。振動を与えぬ
強固な構造●シールド：厚手アルミラップシールドを採用●介在：導体をフ
ロートさせる介在には、静電気を帯びない天然線糸を使用し、制振に強力な
効果を発揮●外径：10ｍｍφ

■細やかな表現力、躍動感あふれるサウンド
●導体構成：高純度6NCu、
PCOCC、純銀コートOFC、高純度無酸素銅
●構造：高純度4 種素材ハイブリッドによる2芯マルチストランド・スパイラ
ル仕上げ●導体サイズ：2.0スケア×2 ●導体抵抗：8.9mΩ/m
（20℃）
●外装ジャケット：ブルーに透明、強固に締めた導体と共に防振を考慮した
構造●シールド：芯線の上にアルミラップシールド採用●介在：天然綿糸
●外径：8.0mmφ
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※端子別売り。推奨端子：LUG-5.5シリーズ

■0.18mmの高純度6NCuを中心に、高機能純銅・HiFC
など4種の素材を厳選し独自の黄金比でハイブリッド。合計
61本、
1.55スケア×2という太目の新導体。
■導体は最初に
誘電効果の高いポリエチレンで絶縁、
さらに青透明のポリ
塩化ビニールで被覆した二重構造。
■4.5×9.2mmの外径
からは想像できないダイナミックな再生音。
■高Ｓ/Ｎ比、高
解像度、張りのある中高域、躍動感あふれる低域。
●導体構成：高純度6NCu
（99.9999％純銅）
、高機能純銅線・HiFC、錫
コーティング
（Tin）
OFC、高純度無酸素銅の4 種類●構造：高純度4 種素
材ハイブリッ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 ●シース：PVC
（ポリ塩化ビニール）
（＝濃青
透明）
●絶縁体：PE
（ポリエチレン）
●外径：4.5×9.2mm
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■導体には新2種ハイブリッド２層マルチストランド・コ
ンストラクション仕上げによる4芯
（クオドラル）
の採用
■スターカッド接続での使用で不要な電磁ノイズをキャ
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・アップが 可能
■瑞々しい質感、躍動的で逞しいサウンド■ 緻密な帯
域バランス■バイワイヤー使用も可■従来に比べて外
部被覆に滑りやすい低摩擦シースの採用で通管もラク
●導体構成：錫コーティング
（Tin）
OFC、高純度無酸素鋼の2種類●構造：
2種素材のハイブリッド、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●シース：低摩擦PVC
（ポ
リ塩化ビニール）
●絶縁体：鉛レス、
カドミレスのPVC
（ポリ塩化ビニール）
RoHS対応●介在：綿糸●外径：7.5mmφ

HiFC

多様な用途に高品位でフレキシブルに対応。
脱「既成の発想」から生まれた
使い勝手のいいケーブルです。

SP-330 Meister

高純度２種ハイブリッド導体・２芯マルチストランド仕上げ・
多目的スピーカーケーブル
30m巻 ￥15,000（税別）JAN 4580365067017
90m巻 ￥45,000（税別）JAN 4580365067024

■このクラス、
この価格帯の常識を破った２種ハイブリッ
ド導体を採用。
■高いコントラスト感、明確な音像、小粒
ながら抜群の切れ味。
■小型はもちろん、
中型スピーカー
でも能力を発揮する想像を超えたサウンド。
■AVでのサ
ラウンド再生や機器の内部配線用としても最適。
●導体素材：高機能純銅線・HiFC、
高純度無酸素銅●構造：高純度2 種
素材ハイブリッドによる2芯マルチストランド仕上げ●導体サイズ：0.75スケ
ア×2●外径：2.8mmφ×2

世界に先駆けた哲学と技術が息づいている。
それがゾノトーンの電源ケーブルです。

■3芯・3Pタイプ

電源スペックとは別にオーディオ信号経路と同様に広帯域、高解

ピュア＆エネルギー＆迫真のプレゼンス。驚異的な再現力のパワーケーブルです。

像度、帯域バランス、ハイスピード伝送が必要である。これは世

■電源ケーブル初の新5 芯
（2.75スケア×5）構造・4種ハイブリッド導体 ■7N 超高純

界に先駆けて最高純度 7N銅採用の電源ケーブルを開発し、オー

度導体を惜しげもなく採用 ■2 芯合同、特太5.5スケア■ダイナミックなエネギー特性

ディオの世界に衝撃をあたえたゾノトーンの電源ケーブルづくり
に対する哲学。その具体化のためには、先ず、高純度素材ありき。
オーディオケーブルと同様に厳選された芯線素材の採用で、長時
間の試聴を経て理想的な導体を創出し、それを活かしきる構造を
開発。その成果の代表が最高傑作の７NPS-Shupreme１であり、
そのエッセンスは数々の兄弟機にも受け継がれています。

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。
■高性能・高信頼性の高純度ハイブリッド・マルチストランド
仕上げ■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■使いやすさも抜群■手にしやすい高級品
●導体構成：超高純度６ＮCu、純銀コートOFC、高純度無酸素銅。３種類の
軟銅線をハイブリッドし、高純度3.5スケアの芯線として仕立てた導体●構造：
3.5スケア×3芯
（アース線・緑色は高純度無酸素銅線のみ使用）
●シース：鉛レ
ス、カドミレスの新エコPVCシース
（RoHS対応）
●外装ジャケット：ブルーとブ
ラックのオリジナル２色特性外装ジャケットを着用したことで、長期間にわたる
性能を安定的に継続・維持。防振にも威力を発揮●シールド：厚手アルミラッ
プシールド●外径：12mmφ●電源プラグ・コネクター：プラグ及びインレットコネ
クターは、安全性を重視したオリジナルの一体成型モールド型を使用。接点部は
長期間の激しい着脱にも被膜が傷つきにくいタフで高性能な高級ロジウムメッ
キを採用●耐電圧：1000V/分●導体抵抗：5.5Ω/km●絶縁抵抗：5MΩ/km
●許容電流値：15A
（125V）
●VCTF
（PSE準拠） ※ご家庭の電源コンセントが 2P

■ハイスピードレスポンス＆ワイドレンジ ■優れた分解能 ■繊細で表情豊かな中・高
域 ■間接音成分による深い空間の拡がり感と奥行き感 ■細部にいたるまで徹底した
安全性第一の思想。PSE準拠のもとで音質を最大限に確保 ■外装も高い防震性能
「至高」のさらなる上をいく別格ケーブル

7NPS-S upreme1
シュプリーム

の場合、3P-2P変換プラグは付属しておりませんので、別途お買い求めださい。

（TOP- END）電源ケーブル
※特注非対応 JAN 4580365062265
完成品
（1. 8m）
￥120,000
（税別）

POWER
CABLES

6NPS-3.5 Meister

ハイグレード・オーディオ機器のためのシールド付高級電源ケーブル
※特注非対応 JAN 4580365062180
完成品
（1.8ｍ）
￥23,000
（税別）
切売り
（1.0ｍ）￥7,700
（税別）JAN 4580365062074
30m巻 ￥231,000（税別）JAN 4580365062081

3.0スケア×3芯と特太でパワーを発揮。抜群のC/Pを誇る電源ケーブルです。
■信号の高忠実度再生■導体は高純度6NCuと高純度無
酸素銅による2種ハイブリッド■ノイズ対策を徹底したシー
ルド付き■3.0スケア×3芯の特太仕上げ■価格を超えた
パフォーマンスケーブルです。
●導体構成：超高純度６ＮCu、
高純度無酸素銅による2種ハイブリッド導体、
0.26mmφ×57本●構造：2種素材のハイブリッド・マルチストランド仕上げ●導
体サイズ：3.0スケア×3芯●シース：PVC
（ポリ塩化ビニール）
青透明●絶縁体：
耐熱新PVC
（ポリ塩化ビニール）
（RoHS対応）
●シールド：アルミラップシールド
●介在：天然綿糸●外径：11mmφ●電源プラグ・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を採用●耐電圧：1000V/分
●許容電流値
（定格）
：15A
（125V）
●VCTF
（PSE準拠） ※ご家庭の電源コンセン
トが2Pの場合、3P-2P変換プラグは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

■2芯・2Pタイプ

6NPS-3.0 Meister

高純度 6NCu＋OFCハイブリッド3スケア高品位3芯シールド型電源ケーブル
※特注非対応 JAN 4580365062203
完成品
（1.5m）
￥13,900（税別）
切売り（1.0m）
￥3,900（税別）JAN 4580365062197
30m 巻 ￥117,000（税別）JAN 4580365062210

■6NCuを中心にオリジナル3種をハイブリッドした導体を
採用■インレット＆コネクターは、ともにオリジナルー体成型
モールドタイプ■接点部には高純度ロジウムメッキを採用

力感と品位のあるサウンド＆ビジュアル。
ピュアオーディオでもＡＶでも高い満足度。

6N2P-3.5 Blue Power

●導体構成：超高純度６ＮCu、純銀コートOFC、高純度無酸素銅による3種ハ
イブリッド導体、0.32mmφ×45本●構造：3 種ハイブリッド・マルチストランド
●導体サイズ：3．
5スケア×2芯●外装ジャケット：オリジナル2色ナイロン糸によ
る編組ジャケット●絶縁体：耐熱新 PVC
（RoHS対応）
●シールド：アルミラップ
シールド●介在：天然 綿糸●外径：11mmφ●電源プラグ・コネクター：オリジ
ナルー体成型モールドタイプ（
。コンセント側）
2Pタイプ、
（インレット側）
3Pタイプ。
接点部は高純度ロジウムメッキを採用●許容電流値
（定格）
：15A
（125V）

3.5スケア×2、シールド付2P型電源ケーブル
※特注非対応 JAN 4580365062241
完成品
（1.5m）
￥21,000
（税別）
切売り
（1.0ｍ）
￥6,300
（税別）JAN 4580365062098
30m巻 ￥189,000
（税別）JAN 4580365062104

■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芯の特太タイプ仕上
げ■ノイズを出さない、ノイズを入れない。シールド付きで
徹底したノイズ対策■驚きのロープライス

エントリーモデルを超えた高忠実度再生。
抜群のC/Pを誇る2芯電源ケーブルです。

6N2P-3.0 Meister

●導体構成：超高純度６ＮCu、高純度無酸素銅による2 種ハイブリッド導体、
0.26mmφ×57本●構造：2種素材のハイブリッド・マルチストランド仕上げ●導
体サイズ：3.0スケア×2芯●シース：PVC
（ポリ塩化ビニール）
青透明●絶縁体：
耐熱新PVC
（ポリ塩化ビニール）
RoHS対応●シールド：アルミラップシールド
●介在：天然綿糸●外径：11mmφ●電源プラグ・コネクター：オリジナル一
体成型モールドタイプ。
（コンセント側）
2Pタイプ（
、インレット側）
3Pタイプ。接点部
は高純度ロジウムメッキを採用●耐電圧：1000V/分●導体抵抗：6.5Ω/km
●許容電流値
（定格）
：15A
（125V）
●VCTF
（PSE準拠）

高品位パワー高純度 6NCu＋OFC2種ハイブリッド2芯電源ケーブル
※特注非対応 JAN 4580365062166
完成品（1.5m）
￥9,800（税別）
切売り（1.0m）
￥2,900（税別）JAN 4580365062159
30m巻 ￥87,000（税別）JAN 4580365062173

●導体構成：超高純度7NCu、高純度5NCu、純銀コートOFC、高純度無酸素銅●構造：5芯
（2.75スケア×5）
構造。4種類の高純度素材をハイブリッドしたのち、
ホット、
コールド用に2芯合同し、5．
5スケア導体に仕上げ、
それにアー
ス線を合わせた3芯タイプとしています（
。アース線は高純度無酸素銅のみ使用、2.75スケア）
●シース：鉛レス、
カドミレスの新エコ軟質PVC
（RoHS対応）
●外装ジャケット：防振にも高い性能を発揮するブルーとブラックの2色のナイロン、
ポリエステル糸を使用。堅く編み上げたオリジナル特製ジャケットを外装着用させ、長期にわたるケーブル性能の安定化維持をはかっています●シールド：軟銅線編組●介在：エラストマー振動吸収材を導体間に5本使用。中央部には太
めの振動吸収材を使用●外径：16mmφ●電源プラグ・コネクター：インレット、アウトレット共にオリジナル一体モールド、ケーブルと端子の接点部は長期間の激しい脱着にも被膜が傷つかぬタフな高性能ロジウム・メッキを採用●耐
電圧：1000V/分●導体抵抗：3.7Ω/km●絶縁抵抗：5MΩ/km●許容電流値
（定格）
：15A
（125V）
●VCTF
（ＰＳＥ準拠） ※ご家庭の電源コンセントが 2Pの場合、3P- 2P変換プラグは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

■2芯・メガネタイプ

「Neo」の名にふさわしい新体感のパワーと音楽性。革新線材「HiFC」が可能にした類を見ないコストパフォーマンスです。

■6NCuを中心にオリジナル3種をハイブリッドした導体
を採用■めがねコネクターの理想を追究した特太3．
5スケ
ア×2芯シールド仕様

■最高峰「Shupreme」の血統を受け継ぎ、最高級「Grandio」の魅力に肉薄し、オリジ
ナリティにも優れた新しい可能性豊かな電源ケーブルです。
■電源ケーブルでは初の革新
線材「高機能純銅線・HiFC」
を採用。
■「HiFC」をはじめ、6N超高純度銅、純銀コート
OFC、高純度無酸素銅の4種を投入。独自の黄金比で特太5.5スケアのハイブリッド導体
を実現。
■特太5.5スケアでは驚きのコスト･パフォーマンスです。
■高S/N、低歪み。溢れる
温かみから生まれる色気に満ちた表現力。
■ボーカルの高帯域は滑らかで高い透明度。

●導体構成：超高純度６ＮCu、純銀コートOFC、
高純度無酸素銅による3種ハ
イブリッド導体、0.32mmφ×45本●構造：3種ハイブリッド・マルチストランド
●導体サイズ：3．
5スケア×2芯●外装ジャケット：オリジナル2色ナイロン糸に
よる編組ジャケット●絶縁体：耐熱新PVC
（RoHS対応）
●シールド：アルミラップ
シールド●介在：天然綿糸●外径：11mmφ●電源プラグ・コネクター：オリジ
ナル一体成型モールドタイプ（
。コンセント側）
2Pタイプ、
（インレット側）
めがねタ
イプ。接点部は高純度ロジウムメッキを採用●許容電流値
（定格）
：15A
（125V）

●導体構成：超高純度6NCu、高機能純銅線 HiFC、純銀コートOFC、高純度無酸素銅による独自の4 種類ハイ
ブリッド導体●構造：5.5スケア×3芯
（アース線・緑色は高純度無酸素銅線のみ使用）
●シース：鉛レス、
カドミレスの新
エコPVC
（EU-RoHS対応）
●外部ジャケット：防振にも性能を発揮する青と濃青の2色で堅く編み上げたオリジナル
特製ジャケットを外装着用。長期間にわたるケーブル性能の安定化維持に効果を発揮●シールド：厚手アルミラップ
シールド●外径：16mmφ●電源プラグ・コネクター：プラグ及びインレットコネクターは、安全性を重視したヘビー
デューティな一体モールド型を使用。接点部は長期間の激しい着脱にも被膜が傷つかぬタフで高性能なロジウムメッキ
（定格）
：15A（125V）
を採用●耐電圧：2000V/分●導体抵抗：3.5Ω/km ●絶縁抵抗：5MΩ/km ●許容電流値
●VCTF
（PSE準拠）※ご家庭のコンセントが2Pの場合、3P-2P変換プラグは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

ヌケのいいクリアーな音質と画質。
ＢＤレコーダー＆プレーヤーの頼もしいパートナー。

■6NCu＋OFCハイブリッド3スケア高品位2芯シールド
型 ■音質も画質も高鮮度 ■BDレコーダー、BDプレーヤー
で真価を発揮

上位機に肉薄するクォリティ。お求めやすさも魅力です。

6NPS-Neo Grandio 5.5Hi

高機能純銅線 HiFC・4 種ハイブリッド・5.5スケア×3芯・3P電源ケーブル
※特注非対応 JAN 4580365069073
完成品
（1.8m）
￥52,000
（税別）
切売り（1.0m）
￥13,000
（税別）JAN 4580365069059/30m巻￥390,000
（税別）JAN 4580365069066
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●導体構成：超高純度６ＮCu、高純度無酸素銅による2種ハイブリッド導体、
0.26mmφ×57本●構造：2 種素材のハイブリッド・マルチストランド仕上げ
●導体サイズ：3.0スケア×2芯●シース：PVC
（ポリ塩化ビニール）
青透明●絶
縁体：耐熱新PVC
（ポリ塩化ビニール）
RoHS対応●シールド：アルミラップシー
ルド●介在：天然綿糸●外径：11mmφ●電源プラグ・コネクター：オリジナル一
体成型モールドタイプ（
。コンセント側）
2Pタイプ（
、インレット側）
めがねタイプ。接点
部は高純度ロジウムメッキ採用●耐電圧：1000V/分●導体抵抗：6.5Ω/km
●許容電流値
（定格）
：15A
（125V）

6N2P-3.5 Blue MEGANE

ハイエンドめがねタイプ2P電源ケーブル
2P−めがねコネクタータイプ：完成品
（1.5m）
￥21,000（税別）
※特注非対応 JAN 4580365062234

6N2P-3.0 Megane

エントリークラスの傑作めがね電源ケーブル
2P−めがねコネクタータイプ：完成品
（1.5m）
￥11,900（税別）
※特注非対応 JAN 4580365062111

電源ボックスにも究極の ピュア＆パワー
を追究しました。ゾノトーンが練り上げた
トップエンドのパフォーマンスです。

ケーブル作り一筋から生まれた希有なパフォーマンス。
それがゾノトーンのデジタルケーブルです。
メガヘルツ帯域の高精細信号をハイスピードで高忠実度で伝送

電源ケーブルの名作を数多く開発してきたゾノトーン。それだけ

するデジタルケーブル作りは、数々の困難を伴います。困難であ

外部シース
（新PVCシース/RoHS対応）

に電源経路の重要性を熟知しています。電源経路の改善・向上

ればあるほどチャレンジ精神に燃えるのがゾノトーン・スピリッツ

内部シース
（架橋ポリエチレン）

で磨きがかかる音や映像の信号。そこで、ゾノトーンは信条でも

です。課題を克服するために日夜繰り返される試聴と試作。それ

シールド
（錫メッキ軟銅線編組）

ある究極の ピュア＆パワー を電源ボックスにも踏襲しました。

はケーブル作り一筋のプライドにほかなりません。独創性に富ん

コンセプトは、シンプル・イズ・ザ・ベスト。筐体も導体の素材も構

だアイデアと豊富な実績。秀逸な素材、構造、仕上げ、デザイン。

造も クォリティ最優先 を徹底的に貫きました。その結果、何よりも

そこから世に送りだされる次元の違う
「高速デジタル 伝 送」は、

音楽性が豊かな電源ボックスを完成。それが「ZPS-6000」です。

すでに定評のあるところ。
「デジタル・ケーブルもゾノトーン」とい
う評価を納得していただけるでしょう。

POWER SUPPLY
BOX

中心導体（0.26mmφ×7）
テフロン
（FEP）
絶縁体
アルミペットテープ
外部ジャケット
（オリジナル・ブルー＆ブラック糸編組）

DIGITAL
CABLES

ゾノトーンならではの高忠実度、高速・高精細伝送。
Meisterクラス最高峰のデジタルケーブル。

ゾノトーンだから、筐体も内部配線もすべてがワンランク上の電源ボックスです。
■電源タップとしては初。筐体にアルミダイキャストを採用。ワンランク上のグレードです。■高

■すべてを最高のパーツで構成し、独自の発想、技術に加え、妥協を排した姿勢からハイ・パ

い剛性度。振動に強く、かつ堅牢。シールド効果にも富んでいる。アルミダイキャストの特性で、

フォーマンスなデジタルケーブルを実現■導体には美しい純銀コーティングを施した高純度

目ざましい高S/Nを獲得。
■内部の配線にも贅を凝らしました。超高純度6NCu、高機能純銅

無酸素銅
（99.996％ OFC）
を高密度撚り線で使用■絶縁体には最高級の絶縁特性を持つ高

線HiFC、純銀コートOFC、高純度無酸素銅の4 種をハイブリッドした3.5スケアの導体として

価なテフロンを採用■シールドはアルミラップの上に銅メッキ軟銅線編組を重ねた２重シールド

います。■エネルギー伝送での微細な変化を避けるため、ノイズフィルターやコンデンサー類

構造。シールドの外周には、さらにＲｏＨＳ対応のＰＶＣシースを被せることで不要振動を抑制す

は搭載していません。■コンセント等パーツの一つ一つにいたるまで、工夫と精緻さを怠って

る２層シース構成。この独自の発想、技術によって高Ｓ/Ｎ信号の伝送を実現■ＲＣＡプラグに

いません。■情報量が多い。高S/Nで、ノイズが抑えられている。音場感がワイド。低域が伸び

は高品位ロジウムメッキを採用。精密一体加工による最高級品の８枚羽によるコレットチャッ

る。力感がある。音楽の神髄を体感できます。

ク構造■75Ωを保持するために導体とは特珠なスポット溶接を実施。

ZPS-6000

高純度素材4種ハイブリッド・3.5スケア導体・6口・
トップエンド電源ボックス
￥130,000
（税別）JAN 4580365069004

Silver Meister HD-10000

●筐体：アルミダイキャスト
●配線材：超高純度6NCu、高機能純銅線HiFC、
純銀コートOFC、高純度無酸素銅の4種をハイブリッドした3.5スケアの導体を採用
●インレット：3Pタイプ
（金メッキ）●アウトレット：3Pタイプ2口
（金メッキ）
×3個
（合計6口）
●許容電流値：15A
（125V）
●サイズ：220mm
（W）
×120mm
（D）
×110mm
（H）
●重量：2.4kg

シルバー同軸方式、２重シールド、高級デジタルケーブル
RCA
（1.0m）
￥39,900（税別）JAN 4580395094269 ※1.5m、2.0mは特注でお受け致します。

●導体 構成：純銀コートOFC
（99.996％純銅）
●構造：1芯同軸構造
（FEP）
●シース：RoHS対応PVCシース採用●絶縁体：テフロン
●シールド：アルミラップの上に錫メッキ軟銅線編組を重ねた2重シールド方式
●RCA端子：オリジナルコレットチャック方式、高品位ロジウムメッキ、8枚羽根の高級品採用
●インピーダンス：75Ω

※電源ケーブルは付属しておりません。

剛性で堅牢、
そして安定感。トップエンドの血統を
全面的に受け継ぐ弟機。
●筐体：アルミダイキャスト●配線材：超高純度6NCu、高機能純銅線HiFC、純銀
コートOFC、高純度無酸素銅の4 種をハイブリッドした3.5スケアの導体を採用●イ
ンレット：3Pタイプ
（金メッキ）●アウトレット：3Pタイプ2 口
（金メッキ）
×2 個
（合計
4口）
●許容電流値：15A
（125V）
●サイズ：180mm
（W）
×120mm
（D）
×50mm
（H）
●重量：1.5kg ※電源ケーブルは付属しておりません。

価格を超えたハイ・パフォーマンス。高精細伝送の
リファレンスモデル。
■高純度単結晶PCOCCに純銀コートOFCを高密度でスパイ
ラル巻きすることで時定数バランスを調整し、ニュートラルな
伝送を果たす新ハイブリッド導体を採用■絶縁体も静電容量
を抑え、特に起変域信号のハイスピード伝送に留意■シールド

ZPS-4000

はアルミラップと高密度の軟銅線編組を2重に重ねる完璧な

￥89,000
（税別）JAN 4580365069011

グは24金メッキによる新しいオリジナル仕様を開発。75Ωを

高純度素材4種ハイブリッド・3.5スケア導体・4口・ハイエンド電源ボックス

遮蔽構造で、高S/N比信号の伝送を可能にしています■プラ
保持するため、導体とは特珠なスポット溶接を実施
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●導体：PCOCC、純銀コートOFC
（99.996％）
スパイラル絶縁巻●構造：ハイブ
リッド同軸構造●シース：鉛レス、
カドミレスの新エコ材PVCシース
（RoHS対応）
●絶
縁体：PE及び発泡PEによる２層タイプ●シールド：アルミラップの上に軟銅線編組を
密着させた2重シールド方式●RCA端子：電導率に優れたオリジナル新RCAプラグ、
24金メッキ、導体とのスポット溶接実施●インピーダンス：75Ω

Silver Meister HD-5000
ハイブリッド同軸方式２重シールド高級デジタルケーブル
RCA
（1.0m）
￥18,900（税別）JAN 4580365061428

※1.5m、2.0mは特注でお受け致します。

ピュア・オーディオの実績を惜しみなく投入する。
それがゾノトーンのUSBケーブルです。

比類のない精緻の極みが音楽の神髄を抽出する。
それがゾノトーンのフォノケーブルです。

外部アース線
（グランドアース端子付）
：0.18×30
外部ジャケット：ブルー＆ディープブルーナイロン編組

ゾノトーンのUSBケーブルの登場は、初めてピュアオーディオの

約 41.66ナノワット
（1.5Ω、出力0.25mV）
というMCカートリッジ

外部独立シールド：
（特製スプリング）

レベルで語れるUSBケーブルの出現であり、本格的なハイレゾ

絶縁体：架橋ポリエチレン
ドレンワイヤー：0.12×7 軟銅線

再生の幕開けでもありました。PCオーディオ再生をハイエンド

絶縁体：PVC

オーディオとして高音質再生する。これこそゾノトーンの 使命。

アルミラップシールド

高いクォリティの製品づくりには幾多の壁を打破しなければなら
ないUSBケーブル。ゾノトーンはハイエンドオーディオでの豊富

外部シース
（新PVCシース/RoHS対応）

命的です。だから、数あるオーディオケーブルの中でもフォノケー

アウター
（共通）
シールド
（高密度銅編組）

ブルは最重要である。この位置づけが２組の２芯ダブルシールド

マイラー絶縁テープ
（二層）

の外側に、さらに分離させた外環共通シールドを施したW・T・T・S

導体（全25本3層構造）

高密度編組シールド：0.08×112 錫メッキ軟銅線

アプローチを開発。信号アースと筐体
（シャーシ）
アースを分離さ

来にないパフォーマンスのUSBケーブルを完成しています。さら

電源線：0.18×12（AWG22 相当）
7NCu+高純度無酸素銅ハイブリッド

せることで、音楽の感動、アナログの魅力を余すことなく抽出す

なる音楽の感動を求めるとき、ゾノトーンの USBケーブルとの

USB
CABLES

厳選された 3種類の異種線材、異種線径の素材を独自の黄金比でハイブリッドした新導体を開発

7N・USB-Shupreme1
（TOP- END）USBケーブル

【実用新案登録済み】実用新案登録 第3172343号

コンセプトは、ピュアオーディオの高音質再生。Grandio を冠したハイエンド・グレードです。

■究極の純度を持つ高価なプレミアムメタル8NCuを中心に、高純度素材4種を黄金比でハイ

広い伝送特性を実現 ■信号ラインと電源ラインを独立させ、それぞれにノイズを極限まで抑制す

ブリッドした新導体を完成 ■ピュア＆エネルギー確保のため、従来より50％増となる0.45ス

るアルミラップシールドと錫メッキ無酸素銅線120本による高密度な編組シールドを組み合わせ

ケアの断面積を達成 ■2 組の2芯ダブルシールドの外側に、更に分離させた外環共通シールドを

（グランドアー
たダブルシールド方式を採用。さらに外側には特製スプリングによる独立シールド

施した W・T・T・S（Duble Twin Core／ Triple Shield ）の 8 層構造を採用■ 信号アースと筐体

ス線付）
を加えた厳重な３重シールドタイプ ■両端に特製フェライトコア装着。外部から飛び込む

（シャーシ）アースを分離することで、完全フローティングによるバランス伝送を実現 ■ 5pin 端子を含

輻射ノイズを抑制するなど、S/N向上のための対策は万全 ■信号ラインと電源ラインの完全分

め、アース分離コネクター、RCAコネクターには精密切削加工によるオリジナルパーツを採用

離 ■色づけの少ない透明度の高い音。低域を重視した３次元的な豊かな音場感。躍動感のある音

■全接点部に最高グレードのロジウムメッキを採用

ピュアオーディオ・レベルの伝送能力

USBケーブルよりも一段と太い0.14ｍｍφ
を７本使用したAWG-26を採用■豊かな
情報量にくわえて、より一層ダイナミックで
スピード感あふれるサウンドを実現

（S）ストレート5Pin端子-RCA
（1.2m）￥47,500（ 税別）JAN 4580365062302
（L）L型ネック5Pin端子-RCA
（1.2m）￥51,500（税別）JAN 4580365062319
（RCA）RCA-RCA
（1．
2m）￥55,500（税別）JAN 4580365062326 ※特注非対応
●8NTW-8080 Prestage にバランス伝送対応モデルの3タイプが加わりました。

（SXLR）ストレート5Pin端子-XLR（1.2m）¥53,500（税別）JAN 4580365069738
（LXLR）L型ネック5Pin端子-XLR（1.2m）¥57,500（税別）JAN 4580365069745
（XLR）XLR-XLR（1.2m）¥61,500（税別）JAN 4580365069752
※ 3 種類とも完全受注生産となります。
（納期：約2週間〜3 週間）

※特注非対応

■信号伝送用メイン導体の素線は、
一般的な

純銀コートを施したHigher-ОＦＣを組み合

シュプリーム

8NTW-8080 Prestage
最高級トーンアーム／フォノケーブル

わせ、黄金比によるハイブリッド配合を実施

た超高純度6Ｎ
（99.9999％）
銅を中心に

●導体構成：超高純度8NCu、PCOCC、純銀コートOFC、高純度無酸素銅●構造：8NCuを中心とした高純度4素材ハイブリッドによるマルチストランド・スパイラル仕上げ、ダブル2芯ダブルシールド構造●導体サイズ：0.45スケア×4●シース：エコ処理新PVC
（RoHS対応）
●外装ジャケッ
アルミラップと高密度銅編組の2重シールド、
（アウター）
高密度銅編組による合計3重シールド●介在：天然綿糸●端子：接点部はいずれもロジウム・メッキ仕上げ
ト：シースの上に2色の強靱なナイロン編組を加えた2重ジャケット方式●絶縁体：架橋ポリエチレン●シールド：
（インナー）

（0.7m）A-B type￥28,400（税別）JAN 4580365063545
（1.2m）A-B type￥33,200（税別）JAN 4580365063552
（2.0m）A-B type￥37,800（税別）JAN 4580365063569

●導体構成：信号線は超高純度6NCuを中心に、純銀コーティングHigher-ОＦＣの2素材による独自のハイブリッド2芯方式を採
用。電源線には高純度無酸素銅導体２芯採用●構造：信号伝送2芯、電源2芯による4芯方式●導体サイズ：信号線＝0.14mmφ
×7、電源線＝0.16mmφ×11●シース：EU-RoHS対応の新ＰＶＣシース採用●外装ジャケット：シースの上にゾノトーンブルーを
生かした２色の強靱なナイロン編組を加えた２重ジャケット方式●絶縁体：メイン導体には高密度架橋ポリエチレン採用●シール
ド：ノイズを極限まで抑えるアルミラップシールド2層＆錫メッキ無酸素導線による高密度編組シールドを組み合わせたトリプルシー
ルド方式●介在：天然綿糸採用●外径：5.6ｍｍφ●端子：プラグは頑強かつ精密な一体成型モールドタイプ。接点部は経年変化
のない24金メッキ採用。

■不純物が百万分の１レベルまで除去され

天然綿糸介在

MCカートリッジ昇圧用「バランス型トランス」の愛用者御用達。
アナログ・ファンに捧げるスーパーなプレミアム・ケーブルです。

■優れた素材によるハイブリッド方式と理想を追究した撚り線仕上げによって、ニュートラルで幅

●導体構成：信号線＝超高純度7NCuを中心に、純銀コートHigher- OFC+PCOCCの3種素材によるハイブリッド２芯方式。電源線＝超高純度7NCuと高純度無酸素銅の２種素材による特太ハイブリッド導体を採用●構造：信号ケーブルと電源ケーブルの完全分
離方式。その個々にアルミラップシールドと錫メッキ軟銅線112本の編組によるダブルシールド方式。外側には特製スプリングによる独立シールド
（グランドアース線付）
を加えた３重シールドタイプ●導体サイズ：信号線＝0.18mmφ×1、0.14mmφ×6。合計7本
（AWG26相当）
。電源線＝0.18mmφ×12
（AWG 22相当）
●シース：EU-RoHS対応の青透明PVCシース採用●外装ジャケット：外部独立シールドにゾノトーンブルーを生かした２色の強靱なナイロン編組を採用●絶縁体：信号ケーブルには誘電特性に優れた架橋
ポリエチレンを採用●外径：11mmφ●端子：頑強、
精密な一体成型による新設計モールドタイプ。接点部は24金メッキ採用●特性インピーダンス：USBの基準値90Ω±15％以内●重量：170ｇ
（1.2ｍサイズ）
●その他：S/N改善用としてフェライトコアを２本特装

インナーシールド（高密度銅編組）

PHONO
CABLES

シース：RoHS 対応青透明 PVC
（外径 4.4×7.6）

■7NCu
（99.99999％）
を中心に、
純銀コートHigher-OFCと結晶境界のない単結晶PCOCC等、

アルミラップシールド

る完全フローティングによるバランス伝送を可能にしています。

信号線：0.18×1+0.14×6（AWG26相当）
7NCu+純銀コートHigher OFC+PCOCCハイブリッド

ゾノトーンでなければ不可能だった。究極伝送 でＰＣオーディオ
再生の頂点へ。革新のスーパー・グレードＵＳＢケーブルです。

シュプリーム

内部シース
（架橋ポリエチレン）

（Duble Twin Core/Triple Shield）
の８層構造という画期的な

な経験とノウハウを活かした独創的な素材や構造や設計で、従

出会いがあります。

外部ジャケット
（ブルー＆ダークセピア・ナイロン編組）

の出力電力。超微少電力であるだけに、わずかな伝達ロスも致

プレミアム・ケーブル「8NTW-8080 Prestage」の直系。
「高ＣＰ」という
言葉は、このケーブルのためにあります。
■超高純度6N銅と高純度無酸素銅をハ
イブリッドさせた導体を採用■完全フロー
ティングによるバランス伝送も実現■表
現が豊かで色彩的、かつダイナミック

6N・USB-Grandio 2.0

●導体構成：高純度6NCu、高純度無酸素銅●構造：ハイ
ブリッド・マルチストランド・スパイラル仕上げ。ダブル２芯ダ
ブルシールドにくわえ、
さらに外側にアウターシールドを施した
３重シールド構造●導体サイズ：0.37スケア×4 ●シース：
EU-RoHS対応新ＰＶＣシース採用●絶縁体：架橋ポリエ
チレン●介在：天然綿糸●端子：接点部に24金メッキ採用

超高純度6NCu＋純銀コート Hi-OFC／新ハイブリッド導体＆トリプルシールド

（0.6ｍ）A-B type￥11,000円
（税別）JAN 4580365062364
（1.2ｍ）A-B type￥13,000円
（税別）JAN 4580365062371
※2.0ｍ、3.0ｍ、4.0ｍは特注でお受け致します。
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カートリッジ リード
トーン
ワイヤー アーム

トーンアームケーブル

バランス型
MCトランス

フォノケーブル

イコライザー
アンプ

6NCu・２種ハイブリッド・ツイン・コアによるW・T・T・S方式＆８層構造採用の新高級トーンアーム/フォノケーブル

6NTW-6060 Meister

（S）
ストレート5Pin端子-RCA
（1.5m）
￥22,900
（税別）JAN 4580365064290
（L）L型ネック5Pin端子-RCA
（1.5m）
￥26,900
（税別）JAN 4580365064306
（RCA）RCA-RCA
（1．
5m）
￥28,900（税別）JAN 4580365064313 ※特注非対応
●6NTW-6060 Meister にもバランス伝送対応モデルの3タイプが加わりました。
（SXLR）ストレート5Pin端子-XLR（1.5m）¥28,900（税別）JAN 4580365069707
（LXLR）L型ネック5Pin端子-XLR（1.5m）¥32,900（税別）JAN 4580365069714
（XLR）XLR-XLR（1.5m）¥34,900（税別）JAN 4580365069721
※ 3 種類とも完全受注生産となります。
（納期：約2週間〜3 週間）

匠の技で音質を最優先したひとつのコンポーネント。
それがゾノトーンのアクセサリーです。
アクセサリーはパーツではない。サウンドのクォリティを高めるコンポーネントで

●

ある。これがゾノトーンの姿勢です。信号がなめらかに流れること。あくまでも自然

多様なニーズに対応するハイ・グレードなスピーカーケーブル端末処理アイテム。

な質感を実現すること。なによりも音楽性を損なわぬ、透明度が高くて上質な再現

●Yラグ：スピーカーケーブルを繋ぐときにスピーカーやアンプの端子に挟み込んで接続する。

力であること。高鮮度な音質のために、材質も構造も設計もベターではなくベスト

●バナナ：スピーカーターミナルやアンプのスピーカー端子の穴の部分に差し込んで使用する。
●分岐端子：切売りによる自作ケーブルのためのスリープ。Yラグ、バナナ使用時にも最適。

を追求しています。ヘッドシェルもリードワイヤーもスピーカーケーブル・コネクター

●チューブキット：Yラグ、バナナとケーブルの被覆の端を密閉する。

●

も、ゾノトーンにとっては精密機器。あたかも工芸品を生みだすかのように、それぞ
れが匠の技で作られています。操作性や利便性や堅牢性も高い信頼感です。

装着部のネジ

●

（傾斜型Ｙラグ、
バナナ、
ヴィンテージ用
先端部
ピンの3タイプ）

簡単・確実に先端部分の交換が可能

ACCESSORIES

音質と信頼性に優れた高純度新ロジウム
メッキと純金メッキの2品種を用意

●
●

３本のローレット付本体ベース
高純度新ロジウムメッキによる
堅牢で使いやすい精密設計

２本の本体ネジ

●

芯線を船底部までしっかりと固定できる
太い六角ネジ

●

素材も意匠も設計も特注感覚の逸品。アナログへのこだわりが息づいている。

導体も構造も仕上げも画期的な自信作。無類の密度感、繊細感、エネルギー感です。

■傑作・名作と呼ばれるカートリッジを、しっかりと鳴らしきるヘッドシェルの決定版 ■鳴かない
こと。鳴かせないこと。この永遠の命題へ解答を出した逸品 ■随所にアナログへのこだわり

■極微少ともいえるカートリッジの信号出力をダイレタトに受け継ぐだけに、リードワイヤーは
最も重要なケーブル。その重要性を熟知し、
他の追随を許さぬゾノトーンならではのリードワイヤー
の名品 ■導体は8N銅線を中心に高純度4種の素材を黄金比でハイブリッド、それを2層重ね構
造とした画期的な設計 ■コネクターは燐青銅に銀メッキと高性能ロジウムメッキの二重メッキ。
音質劣化の要因となるハンダを用いぬ圧着仕上げ

パーツの域を超えたハイグレードヘッドシェル

Z・SHELL 10
￥23,000（ 税別）JAN 4580365062586

①

①

最新・プレミアムリードワイヤー

●あらゆる振動に対して、共振、
共鳴がもっとも生じにくい円と角柱を組み合わせた形状●カートリッジのムーブメントの中心にあたる
部位にチタンを圧入。動体壁部の振動そのものを抑制する働きをもたせることに成功●材質は軽量でありながら、耐振性に大変優
れた厚手のA-6063Sアルミニウム合金に特殊なハードアルマイト処理を施し、美しいゾノトーン･ブルーで染め上げ、丹念に１本、
１本を
手作業によるバフ研磨を繰り返すことで、高い精度に仕上げています●指かけひとつにも、
プレイ時の感触を尊重しつつ、安全性を考
慮した設計●ナノワット級といわれるだけに、カートリッジ出力にロスを生じさせるわけにはいかないため、接触部分のターミナルピン
には長期にわたる繰り返し使用にも安心できる、高価で希少な貴金属のロジウムを採用。細心の注意を払った良質な
「メッキ加工」
によって、特に音質に優れ、耐久性にも富んだ部材に仕立て上げています●自重：15ｇ ※別売のリードワイヤーもご愛用ください。

②

8NLW-8000 Prestage

②

①

②

4本組￥7,600
（ 税別）JAN 4580365062449

●導体構成：超高純度8NCu
（99.999999％超純銅）
、純銀コーティングPCOCC、純銀コーティングOFC、高純度無酸素銅●構造：
8NCuを中心とした高純度4素材をハイブリッド、2層マルチストランド仕上げ●絶縁体：架橋ポリエチレン●導体サイズ：0.31スケア
●リードチップ：燐青銅コネクトピンに銀と最高級ロジウムメッキの二重処理、無ハンダ圧着仕立て

■ケーブルと端子のコンタクトをより確実にするゾノトーンオ
リジナルのユニバーサルタイプ ■ヴィンテージ・ピン、Yラグ
とバナナ・プラグが簡単に交換できる3ウェイ・プラグで、旧型
端子から現用各種端子まで幅広く対応 ■ハンダ不要。2本の
大型六角ネジを採用。直接芯線を船底部まで食い込ませる
強固な圧縮固定方式 ■長期の使用でも狂いや劣化が生じに
くい堅牢な精密設計■汎用タイプの装飾用とは違う高純度
なロジウム・メッキ及び純金メッキを採用■ヴィンテージ・ピン、
Yラグ、バナナ・プラグが各4個ずつ入ったセットを用意

使いやすさ、音質、信頼性を徹底的に追求。特太5.5mmφ対応先端３タイプ着脱式
ユニバーサル・スピーカーケーブルコネクターです。

●ケーブル挿入部サイズ= 内径3.8mm〜5.8mm、導体
（芯線）
挿入部は3.8mm
となります●Yラグ先端部サイズ=内径最大8.0mm、最小6.0mm／外径14.0mm

①

④

使いやすさと堅牢性。信頼設計が定評です。

ゾノトーンの最高峰スピーカーケーブルのキットです。

バイワイヤー
（４芯）
ケーブル用の決定版です。

■8.5スケアという径をもつスピーカーケーブルにも対応■ネ
ジ圧着方式のＹラグ、バナナ■大型端子用でありながら、使い
やすく、堅牢。長期にわたる性能維持を十分に留意した信頼
設計 ■接点部は高純度ロジウムメッキ

■7NSP-Shupreme 1
（シングル接続）
に対応した極太用大型
端子■ネジ圧着方式のYラグ、バナナ■大型端子用でありなが
ら、使いやすく、堅牢。長期にわたる性能維持を十分に留意し
た信頼設計 ■接点部は高純度ロジウムメッキ

■送り出し側の２芯をまとめて挿入できる設計 ■使いやすく、
高品位なユニバーサル型Ｙラグ、バナナプラグ

●ケーブル挿入部サイズ= 導体
（芯線）
挿入部：内径5.5mm、外側筒部：内径10.5mm／
外径12.0mm●Yラグ先端部サイズ=内径 9.4mm／外径14.0mm

●ケーブル挿入部サイズ= 導体（芯線）
挿入部：内径5.5mm、外側筒部：内径11.0mm／
外径13.5mm●Yラグ先端部サイズ=内径 9.4mm／外径14.0mm

極太スピーカーケーブル用コネクター

極太スピーカーケーブル用コネクター
（7NSP-Shupreme1対応）

LUGY-8.5
❶ Yラグ、4本組￥17,000（ 税別）JAN 4580365062470
LUGB-8.5

LUGY-10
（ 税別）JAN 4580365062494
❶ Yラグ、4本組￥21,000
LUGB-10

※適合機種：7NSP-Shupreme（
1 バイワイヤリング接続時）
/7NSP-Grandio 10
/6NSP-Granster 7700α
（シングル接続時）
/6NSP-6600S Meister
（シングル接続時）

※適合機種：7NSP-Shupreme（
1 シングル接続時）
/7NSP-7070 Grandio
（シングル
接続時）

❷ バナナ端子、4本組￥17,000（ 税別）JAN 4580365062487

2-1対応、高純度24金メッキ・ユニバーサル型スピーカーケーブル端子

LUGW-7070

❶ Yラグ（2本組）セット￥6,000（ 税別）JAN 4580365062425
（2本組）
セット￥6,000（ 税別）JAN 4580365062432
❷ バナナ

※適合機種：7NSP-7070 Grandio
（シングル接続時）

❷ バナナ端子、4本組￥21,000（ 税別）JAN 4580365062500

《 LUG-5.5シリーズ》

❶ 24K純金メッキ・Yラグ（RoHS 対応）

LUGY-5.5

4本組￥8,300
（ 税別）JAN 4580365062456

❷ 24K純金メッキ・バナナ（RoHS 対応）

②

⑤
③

⑥

LUGB-5.5

4本組￥8,300
（ 税別）JAN 4580365062463

❸ 24K純金メッキ・ヴィンテージ用ピン（RoHS対応）

LUGV-5.5

確実な接続。制振性も抜群です。 シンプルながら堅牢なつくり。

4本組￥8,300（税別） JAN 4580365061367

スピーカーケーブル用分岐端子
（16mmφ用、2穴）

❹ 新ロジウムメッキ・Ｙラグ（RoHS対応）

LUGY-5.5Rh

SP-BNK16

4本組￥11,000（税別） JAN 4580365061343

組立キット
（2個入）
￥5,000（税別）
JAN 4580365062524

❺ 新ロジウムメッキ・バナナ（RoHS 対応）

LUGB-5.5Rh

※適合機種：Blue Spirit-777SP

4本組￥11,000（税別） JAN 4580365061350

便利なうえに抜群の安定性。

極太スピーカーケーブル用分岐端子
（17mmφ用、2穴）

極太4芯スピーカーケーブル用分岐端子
1穴）
（18mmφ用、

組立キッ
ト
（2個入）
￥5,300
（税別）
JAN 4580365062531

組立キッ
ト
（2個入）
￥5,900
（ 税別）
JAN 4580365062548

SP-BNK17

※適合機種：7NSP-Neo Grandio 07Hi

SP-BNK18

※適合機種：7NSP-7070 Grandio

※分岐端子、
チューブキット製品はそれぞれ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。

❻ 新ロジウムメッキ・ヴィンテージ用ピン（RoHS 対応）

LUGV-5.5Rh

4本組￥11,000（税別） JAN 4580365061374
※適合機種：7NSP-7070 Grandio
（バイワイヤリング接続時）
/7NSP-Neo Grandio 07Hi/Blue Spirit-777SP/6NSP-Granster 7700α
（バイワイヤリング接続時）
/6NSP-6600S Meister（バイワイヤリング接続時）
/6NSP-4400S Meister/6NSP-2200S Meister/6NSP-1500 Meister/6NSP-1200Q Meister

18

19

マニアが納得する精度です。

極太スピーカーケーブル用分岐端子
（22mmφ用、2穴）

SP-BNK22

組立キット
（2個入）
￥6,000（ 税別）
JAN 4580365062555

※適合機種：7NSP-Grandio 10

優れた安定感と安心感です。

極太スピーカーケーブル用分岐端子
（26mmφ用、
1穴）

SP-BNK26

組立キット
（2個入）
￥9,200
（ 税別）
JAN 4580365062562

※適合機種：7NSP-Shupreme 1

ムラのない密閉度が自慢です。
シングル加工対応スピーカーケーブル用
（7NSP-Shupreme1専用）
チューブキット

STK-1

30mmφ×70mm、
10mmφ×200mm
（各4本）
￥3,000（ 税別）
JAN 4580365062579

