これがZonotoneのケーブルです。
ここがZonotoneのケーブルです。
厳選・吟味の素材

■その結果、様々な線径、異種素材、異種線径を複雑に絡み合わせ

ゾノトーンは前身の時代から線材の重要さに着目してきました。オー

た新しいハイブリッド多芯導体を実現 ■DMHCの構造は、基本的に

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

は独立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

先する」という確信のもと、超高純度7NCu
（99.99999超純銅）
、超高

イナ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

純度 6NCu
（99.9999 純銅）
等プレミアム銅をはじめ、結晶構造に優れ

ケーブルに採用したのは、さらに一歩進化したDMHC-DuO方式です

た特徴をもつPCOCC、４Ｎ無酸素銅線、純銀OＦCなど、厳選した素

■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る

材だけを用いています。

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、独立

独創発想のDMHC構造

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ダクタンス、

D
Multi Conductor M
Herical-Parallel H
Construction C
Discrete

オーディオ・ファイルにいちばん近いケーブル。

キャパシタンスの低減化、位相歪み、高周波もしくは混変調歪み、クロ
ストークなどの低減、帯域バランス特性等の改善、共振、電磁誘導、

ディスクリート
（独立）

振動抑止対策、エネルギー損失の防止、等々に極めて高い効果を発
揮すると考えているのです。

マルチハイブリッドコンダクター（多芯導体）

独自の黄金比・つくり
ヘリ／パラレル
（螺旋・並行）

ゾノトーンの導体は、長い時間をかけ、膨大な試作と試聴の繰り返し
によるデータを基に、多の追随を許さぬ独自の黄金比を創出してい

コンストラクション
（構造）

ます。しかし、物理的、科学的分析から得られる定量的、係数学的

■ホット、コールドの２本
（２芯）
であることが多いステレオケーブルの

な解釈だけに頼ることはしません。
「耳による音楽性」
を何よりも重視

導体。
しかし、ZonotoneのDMHCは多芯導体。最小単位でも４芯です。

しています。

５芯×２
（合計10芯）
や７芯×２
（合計14芯）
もあります■プラス、マイナスの

信頼の裏付け

芯線材料も一様ではなく、超高純度7NCu
（99.99999超純銅）
、6NCu、

ゾノトーンのケーブルは、すべてが純正のメイド・イン・ジャパンです。

5NCuというプレミアム銅をはじめ、結晶構造に優れた特徴をもつ高純

新体感の音

度単結晶 PCOCCに注目■これらの融合をはかると同時に、DCRの低

ゾノトーンのケーブルは、信号ロスのない ピュア＆パワー の 純粋伝

い純銀コート銅線、
４Ｎ無酸素銅線など各種の組合わせを行っています

送サウンド です。

第 1 導体（0.8mmφ×1）

D MHC

第 2 導体（0.26mmφ×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（0.18mmφ×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（0.12mmφ×30）
第 5 導体（0.08mmφ×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

7NAC-Grandio10

DMHC-DuO

高密度ポリエチレン

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

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

7NSP-Grandio10

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://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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表紙

第２幕、はじまる。

ワ ン ラ ン ク 上 の 満 足 度 へ 。
Zonotoneが誕生したのは2007年のことですが、
その前身である期間は、
さかのぼること20数年にもおよびます。たとえば、
日本で初めて７Ｎオーディオケー
ブルを商品化したのは1990年秋のことでした。これは、日本のオーディオが初めて線材の重要性に目覚めたことを意味します。その後も数々の革新的な
ケーブルを世に送り出してきましたが、開発者は現状にとどまることを良しとしませんでした。そこで、
日本のケーブルにさらなる新風を巻き起こすべく立ち上
げたのがZonotoneブランド。開発者にとっては、
いわば ケーブル開発の第２幕 でした。早いもので、
もう、
５年。いや、
まだ５年です。前進の歩みをとめるわけに
はいきません。ケーブル開発の第２幕 から、
こんどは Zonotoneの第２幕 です。そのテーマは、Satisfy Cables。つまり、
これまで以上に満足させるケーブルで
あること。ユーザーの皆さまに、
「そこまでやるか、
ゾノトーン」
と実感してもらうことです。音楽という芸術の感動を深めるため、素材や構造や意匠の進化はもち
ろん、
「適価でよいものを提供する」
ということです。
もちろん「適価」
というのは最終的にはユーザーが判断することですが、
私の考えている
「適価」
とは金満家
の特殊な趣味ではなく、
むしろ「一般生活者の趣味としてのオーディオ」を位置づけるモノづくりをしたいということです。そして、
アフターケアでも、ユーザー
の皆さまとの密なコミュニケーションでも、
とことん満足していただくことが願いです。オーディオファイルのいちばん近くにいるケーブル、
それが Zonotoneです。

（株）前園サウンド ラボ
代表取締役社長 前園 俊彦

（たどりつくのはZonotone）
どこのケーブルを選ぶか、ではなく、どのゾノトーンを選ぶか。
そこには「満足」があります。
まさにスーパー・グレードです。

S upreme Series
シュプリーム

Shupreme
（シュプリーム）
のhは、high
（高み）
のh。
「ケーブルはゾノトーン」
という定評にとどまることなく、つねに NEXT ONE へチャレンジ。その
最新傑作が 異次元の感動 をテーマに誕生したシュプリーム・シリーズ
です。独自な発想力、
柔軟な開発力、
斬新な技術力。これまで培ってきた、
そのすべてを凝縮して「至高」のさらなる高みに到達しました。

満ちたりの最高級グレードです。

Grandio Series

作りたいケーブルを作ってみる。コストという制約を取り除き、贅を尽し、
至上のケーブル作りにチャレンジしました。新導体の構築。新構造の開
発。新発想の技術。より深く、
より豊かに、感動を体感するための究極伝
送。ベストのケーブルとは何か。その回答が「Grandio Series」
です。

身近なハイグレードです。

Meister Series

コストという制約を自らに課し、そのもとで妥協を許さぬケーブル作りは

練達の

可能か。この難題にトライし、限界の壁を破りました。ハイクォリティであ

声。

りながら、
どなたにも歓迎されるプライス。多くの方に高品位なオーディオ
の愉しみを。そんな願いを具現化したのが「Meister Series」です。

（アイウエオ順）
Zonotoneのケーブルは、評論家諸氏と音のプロから称賛されています。

●中域から低域にかけての解像度がどれほど隔絶したものであるか、誰の耳にも明らかであろう。まさに、至高の高み。
「シュープリーム」もう、これ以上はないかも知れない。

「オーディオアクセサリー」No.139 号より（７NAC-Shupreme1）
井 上 千 岳 氏（オーディオ評論家）

●間接音成分の情報が全て引き出され、深い遠近感が生まれる。分解能と響きを両立し、音楽の中核に迫る製品である。
「ベストコンポ」2009 年 MARCH号より（7NSP-7070 Grandio）
大 橋 伸 太 郎 氏（オーディオ評論家）
●骨格のがっちりとした、重心の低いエネルギーバランスで、周波数レンジ内に音の粒子が高密度にびっしり埋まっている印象だ。特に
低域のエネルギー感と解像力が素晴らしい。
「ステレオサウンド」NO.169より（7NAC-Grandio 10）
小 原 由 夫 氏（オーディオ評論家）
●私が現用しているフォノケーブルで、目下これを超えるケーブルはないと確信している。
もともと安定したバランスが得られる
ゾノトーンのケーブルの中でも、これはトップに位置づけできるものだ。
「アナログ」2009年 VoL.24号より（8NTW- 8080 Prestage）
貝 山 知 弘 氏（オーディオ評論家）
●悠揚迫らぬオーケストラのスケールが素晴らしい。まず余裕感。そして、それをもたらす深みへと
沈み込んで行くようなデープな低域がさらに印象的である。透明感も抜けも素晴らしい。
「ステレオ」2007年 9月号より（7NAC- Grandio 10）
神 崎 一 雄 氏（オーディオ評論家）
●特に中央に定位された楽器帯が前面に迫り出してくるような｢力強さ｣が印象的。
匠の技に感嘆し、進化し続けるゾノトーンサウンドにはまっています。
ミキサー）
金 野 貴 明 氏（レコーディングプロデューサー、

●ベールを剥いだように見通しのよい音場で、これまで聴き取れなかった微妙なニュアンスや弱音楽器の演奏が
よくわかる。音楽的完成度が非常に高いケーブルである。
「MJ」2009年 4月号より（8NTW- 8080 Prestage）
柴 崎 功 氏（オーディオ評論家）

●驚いたのはその構造だ。これだけ緻密に導体を組み合わせ、信号の理想の流れを追求し、独自の構造まで確立したオーディオ
ケーブルがあっただろうか。オケのトウッティでは、あたかも音量が増したかのような音圧を感じさせる。スピード感、レンジの広さは別格。
「 M J 」2008年5月号より（7NAC-Grandio 10）
角田 郁 雄 氏（オーディオ評論家、スタジオミキサー）

●私は青い服を美しくまとったゾノトーンケーブルを見た瞬間「欲しい」と思った。まことに差し出がましいが、勝手に「ブルー･デューク」と命名させて
頂いた。ゴリッとくる音、これぞ私の望むところのものである。
「アナログ」2007年VoL.17号より（6NPS-5.5 Grandio）
寺 島 靖 国 氏（ジャズ喫茶オーナー・ジャズ評論家）

●位相とスピード感がドンピシャリと合ったリアルな音。研ぎ澄まされた解像感と同時にその音には深い温もりを感じさせる。空気の気配感なども超一流だ。
「アナログ」2010年VoL.28号より（Shupremeシリーズ）
林正儀 氏（A&V評論家）
●強力な重低音の再現力を備えるが、それだけでなく抜群の静寂感、立体的な描写力を持つ。まるでアンプをグレードアップしたような性能である。
「オーディオアクセサリー」No.140 号より（７NSP-Shupreme 1）
福 田 雅 光 氏（オーディオ評論家）
●音で印象的なのはコントラバス、大太鼓、ピアノの左手方向などの低域制動力が際立って強力で、良質な質感を持つことだ。中域から高域方向も高透明で高分解能。
「オーディオアクセサリー」No.139 号より（７NAC-Shupreme 1）
藤 岡 誠 氏（オーディオ評論家）
●粒立ちがクリアで、 テンポの推進力とリズムの造形が鮮明なサウンドだ。彫りの深いオーケストラやピアノ曲など、一歩踏み込んだ描写が好印象。再生音質面でのアドバンテージを明瞭に聴きとることができた。
「Net Audio」2010年冬号より（６N・USB-Grandio 2.0）
山之内正氏（A&V評論家）

「オーディオアクセサリー」No.139号より（Shupremeシリーズ）

※このほか多くの方々からお声を頂いておりますが紙面の都合上、割愛させて頂きます。

2

3

INTERCONNECT
CABLES
完成度の高さを誇る５芯×２
（10芯）
タイプのインターコネクトケーブル。
繊細にして高密度でダイナミック。ピシリと決る音像が魅力です。
ゾノトーンならではの優れた高純度ハイブリッド導体を採用素材、
高度な導体構成、
独創性に満ちた構造。惜しみなく英知と技術を投入して開発したインターコネクト
ケーブルです。目ざしたのは、
不朽の名曲や名盤のように、
語り継がれる不朽のケー
ブル。そのケタ違いの魅力あふれる完成度の高さに、聴きなれた愛聴盤があたら
しい生気にみちた表情になるでしょう。特に際立った低域の再生、解像力の素晴
らしさにご注目ください。

7NAC-Grandio10

〈ＤＭＨＣ〉３重シールド方式最高級インターコネクトケーブル
RCA（1.0m×2）￥88,000（税抜き）JAN 4580365060018
XLR（1.0m×2）￥92,000
（税抜き）JAN 4580365060025
●導体構成：超高純度7NCu、結晶構造に優れたPCOCC 、純銀コートOFC、高純度無酸素銅。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Zonotoneの自信作●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ディスクリート・マルチコン
ダクター・ヘリカル・パラレル構造●導体数：５芯×２
（10芯タイプ）
●導体サイズ：1.77スケア×２●中心部
コア絶縁体：高発泡ポリエチレンの中心に天然綿糸充填●コア絶縁体：誘電効果の高い高純度ポリ
エチレンを採用●導体抵抗：９.5ｍΩ/ｍ●シールド：内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。さらに外側にステンレススプリングによる独立シールド
（グランド
アース線付）
を加えた厳重な３重シールドタイプ●フェライトコア：Ｓ/Ｎ改善用として２本装着●シー
ス：鉛レス、カドミレスのエコ処理新ＰＶＣシース
（RoHS対応）
●外径：16ｍｍφ●プラグ：
（ＲＣＡ）
精密
一体加工によるコレクトチャック構造＋ロジウムメッキ、
（キャノン）
スイス・ノイトリック社のプロ用をベー
スに厚手のＡＵメッキ●ジャケット：強靱な２重ジャケット、美しいオリジナルブルー＆ブラックジャケット
編組●素線の方向性を矢印で表示

高性能はもちろん精度の高い仕上げも自慢。
圧倒的な情報量と繊細感あふれた美しい描写力が自慢です。
7NAC-Grandio 10の血統を受け継ぎ、同じ構造ながら独立4芯×2、
（8芯）
タイプ・3重

深い透明感、瑞々しい空気感、だけではない。
そこには力強い躍動感、ゆとりに満ちた安らぎ感がある。
「至高」
のさらなる高み
（high）
へ到達したインターコネクトケーブルです。

シールド方式の高級インターコネクトケーブルです。独自の黄金比をもつ新ハイブリッ
ド導体は、日本人の美学が隅々まで生かされた精度の高い仕上げが自慢。クオリ
ティが高く、圧倒的な情報量と繊細感あふれた美しい描写が身上。ハイCPが抜群
の新導体と構造がベストマッチした自信作です。

7NAC-Grandio 07

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×2）￥59,900（税抜き）JAN 4580365060193
XLR
（1.0m×2）￥64,900（税抜き）JAN 4580365060209

（99.99999％超純銅）
、
PCOCC、
純銀コートOFC、
高純度無酸素銅●構造：
●導体構成：超高純度7NCu
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
数：4芯×2
（8芯）
●導体サイズ：1.3 スケア×2 ●絶縁体：高純度ポリエチレン●介在：天然綿糸●シー

【新開発】超高純度７NCu×特殊銅合金素材・５種ハイブリッド新導体。
【新機軸】中空パイプ介在による新エアー制振構造。
（ピュア＆エネルギー＆迫真のプレゼンス）【新発想】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・コンストラクション。

まだ、できることがあるはずだ。ここから、ゾノトーンのケーブルづくりは始まります。
7NAC-Shupreme1では、たとえば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。こうした独自の構造に加え、新たに開発した特殊銅合金によ
る5種ハイブリッド導体を採用、精度を徹底的に追求したことで、すでに定評のある

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×2）￥150,000（税抜き） JAN 4580365061244
XLR（1.0m×2）￥160,000（税抜き）JAN 4580365061251

《 NEW DMHC 》●超高純度７NCu・新５種ハイブリッド独立８芯・集合アイソレート●２.５
スケア×2 ●３重シールド

なかったのか」
と実感するにちがいない、
インターコネクトケーブルの最高峰です。
●導体構成：超高純度 7NCu、高純度銅特殊合金、結晶構造に優れた 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●介在：
中空ＰＥパイプ。あわせて、それによるエアー絶縁導入●コア絶縁体：誘電効果の高い高純度ポリエ
チレン採用●導体サイズ：2.5スケア×２
（４芯×２）
●導体抵抗：９.5 ｍΩ/ｍ●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。さらに外側に特製ステンレス
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●フェライトコ
ア：Ｓ/Ｎ改善用として入力、出力側に２本装着●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●外径：16ｍｍφ●プラグ：
（ＲＣＡ）
精密一体加工によるコレクトチャック構造、接
触部分は銀メッキの上にロジウムメッキ。
（ＸＬＲ）
スイス・ノイトリック社の定評あるプロ用新製品、接
触部分はロジウムメッキを施した特製品●外装ジャケット：２重ジャケット。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。

ケット：エコ処理新PVCシース
（EU-RoHS対応）
の上に、さらに2色の強靱なナイロン編組を加えた2重
ジャケット●導体抵抗：13mΩ/m
（20℃）
●プラグ：精密一体加工によるコレクトチャック構造、
（キャップ）
ニッケルメッキ。
（ピン）
24金メッキ●外径：15mmφ

実現したのは正確無比な信号伝達とハイＣＰ。
繊細、高密度、ダイナミックなサウンドが特徴です。
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、
その実現に成功した創立２周年時のメモリアル・ケーブルです。現在、
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

深い透明感や瑞々しい空気感だけでなく、無類の躍動感も手に入れました。手塩
にかけたシステムで愛でている、お気に入りの名曲、名盤も
「まだ再生しきってい

ルド：3重ガードシールド方式
（グランドアース線付）
●フエライトコア：S/N改善用2個装着●シース、
ジャ

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）

アな高純度素材を採用。それをハイブリッドし、
さらに先進構造のＤＭＨＣで仕立て
上げました。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。

第 1 導体（0.5mmφ×7）

ゾノトーンの原点と真髄が身近になった 究極伝送 のインターコネクトケーブルです。

PVCシース
（RoHS対応）

7NAC-Grandio 06

第 2 導体（0.32mmφ×7）
銅編組シールド
厚手アルミラップシールド
第 3 導体（0.18mmφ×6+6）
中空ポリエチレン絶縁パイプ
第 4 導体（0.08mmφ×50）
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）

〈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×2）
￥47,900（税抜き）JAN 4580365060377
XLR（1.0ｍ×2）
￥52,900（税抜き）JAN 4580365060384

●導体構成：超高純度 7NCu
（99.99999％純銅）
、高純度単結晶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 ●導体数：4芯×２
（8芯）
●導体サイズ：総合1.39スケ
ア
（片チャンネル）
●絶縁体：高純度ポリエチレン●介在：天然綿糸●シールド：３重ガードシールド方
式
（グランドアース線付）
●フェライトコア：Ｓ/Ｎ改善用に In・Out側２個装着●シース：EU-RoHS対応
新ＰＶＣシース対応。しかも、その上に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●プラグ：
精密加工によるコレクトチャック方式。
（キャップ）
ニッケルメッキ、
（ピン）
24金メッキ●外径：13ｍｍφ
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INTERCONNECT
CABLES

DIGITAL
CABLES
高忠実度・高速・高精細伝送を極めた
デジタルケーブルのフラッグシップです。

類のないCPのハイパー･ケーブル。
音楽の躍動が心に響いて感動に包まれます。
創立２周年を迎えたときに、深い感謝の気持ちから開発した圧倒的な情報量を誇

数々の困難をともなう、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に

る4 芯
（Quadri）
インターコネクトケーブル。もっともプレミアムな素材である超高純

伝送するケーブルづくり。多くの試聴、試作の末に完成したスーパーケーブルです。

度7N銅
（99.99999％Cu）
と6N銅を中心に、結晶構造に優れた PCOCC、純銀コー

導体には、美しい純銀コーティングを施した高純度無酸素銅線
（99.996％OFC）
を

トOFCなど、ゾノトーンのお家芸ともいえる４種のピュア素材をハイブリッドさせた

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価なテフロンを採

導体を完成。それを革新的な4 芯
（Quadri）
スターカッド方式、タブルシールド構造

用。シールドの外周には、さらに1層の新 PVC（ＲoHS 対応）
シースを被せることで、

で仕立てたハイパー･ケーブルです。２芯方式に比べ２倍の導体量によるピュアで

不要振動を抑制する2 層シース構成としています。両端にはフェライトコアを装着し

圧倒的なエネルギー伝送は、まさに感動的です。

7.6N・AC-4000 Meister
RCA（1.0ｍ×2）
￥27,900（税抜き）JAN 4580365060834

２芯タイプの概念を根本から変えた２層４芯 Quadri。
圧倒的なエネルギー、広帯域のバランス再生、高い解像力です。
ただスペックを誇るだけのケーブルより、そこから醸し出される音楽性や芸術性

て、完璧化をはかっています。RCAプラグは高性能ロジウムメッキを採用、精密一

7N＋6N新ハイブリッド4芯2重シールド
（DMHC-Quadri）
スターカッド設計

体加工による最高級品の8 枚羽根のコレクトチャック構造。すべてを最高のパーツ
で構成することで、比類のない高速デジタル伝送を可能としました。

●導体構成：超高純度7NCu
（99.999999％純銅）
、6NCu、高純度単結晶 PCOCC、純銀コートOFC
●構造：７ＮＣｕを中心とした高純度4素材を基に独自のハイブリッドによる4芯
（Quadri）
スターカッド、
ダブルシールド構造●導体サイズ：2.12スケア
（片チャンネル）
●絶縁体：高純度ポリエチレン●介在：
天然綿糸●シールド：アルミラップと高密度銅編組の 2 重シールド●プラグ：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●シース：EU-RoHS対応新ＰＶＣシース
採用。その上に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●外径：8.5ｍｍφ

Silver Grandio HD-10

シルバー同軸方式、3重シールド
最高級デジタルケーブル

RCA（1.0m）￥66,000（税抜き）JAN 4580365061381

●導体：純銀コーティングOFC
（99.996％）
●構造：1芯同軸構造●絶縁体：テフロン
（FEP）
●シース：
内、外共に新 PVCを施した
（ＲoHS対応）
●シールド：アルミペットテープの上に銅メッキ軟銅線編組を
重ね、さらに外側に硬銅製スプリングによる独立グランドアース線付を加えた３重シールド構造●フェ

を誇りたい。ケーブル作りにあたって、まず、音楽に秘められた感動力を重視する

ライトコア：出力、入力別に２本装着●RCA端子：オリジナルコレクトチャック方式、高純度ロジウムメッ

ゾノトーン。7N超高純度銅をはじめとする導体にしても、４芯クアドリ・スターカッ

キ、
８枚羽根の高級品採用●インピーダンス：75Ω

ド構造にしても、すべては感動を引き出すためのアプローチです。圧倒的なエネル
ギー、広帯域のバランス再生、高い解像力とは、感動力とイコールです。

7NAC-5000 Meister

価格からは信じられぬ、ハイ
・パフォーマンス。
高精細伝送のリファレンスモデルです。

〈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×2）
￥33,000（税抜き）JAN 4580365060513
XLR（ 1.0ｍ×2）
￥37,000（税抜き）JAN 4580365060520

導体は高純度単結晶 PCOCCに純銀コートOFCを高密度でスパイラル巻きする

●導体構成：7N超高純度銅、純銀を厚手にコーティングしたOFC、高純度結晶PCOCC、高純度無酸
素銅。これら厳選された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●導体量：片チャンネルあたり2.12ｍｍスケア
（従来タイプ
の２倍に匹敵）
。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●コア絶縁体：誘電効果の
高い高純度なポリエチレンを採用●導体抵抗：18.5ｍΩ/ｍ●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●外部ジャケット：美しいオリジナル・ブルージャケットで硬く編組する
など振動制御とＳ/Ｎ対策は完璧●外径：9ｍｍφ●プラグ：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コネクターはスイス・
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ＡＵ
メッキ●入念対策：素線の方向性を厳重に管理。端末に矢印で表示

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
体を採用しました。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
伝送に留意しています。シールドはアルミホイール
と高密度の軟銅線編組を2重に重ねる完璧な遮蔽
構造で、高SN信号の伝送を可能にしています。プラ
グは24金メッキによる新しいオリジナル仕様を開発。
75Ωを保持するために導体とは特珠なスポット溶接
を行っています。
●導体：結晶構造に優れた高純度PCOCC、純銀コーティング
OFC
（99.996％）
スパイラル絶縁巻●構造：ハイブリッド同軸構造
●絶縁体：PE及び発泡PEによる２層タイプ●シールド：アルミペッ

Silver Meister HD-5000

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●シー

RCA
（1.0m）
￥18,900（税抜き）JAN 4580365061428

体とのスポット溶接実施●インピーダンス：75Ω

ス：鉛レス、
カドミレスの新エコ材PVCシース
（RoHS対応）
●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

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

特筆に値する抜群のコストパフォーマンス。
ダイナミックで圧倒的なエネルギー伝送です。

エントリークラスの域を超えた高純度2芯。
マニアも唸るパワフルで音場感あふれるサウンドです。

エントリークラスとは呼ばせないクォリティ。
ダイナミックにして気品に満ちたサウンドです。

6NCu
（99.9999％Cu）
を中心に新４種ハイブリッド・オ
リジナル導体を完成。それをさらに４芯スターカッド・
ダブルシールド構造で活性化するなど、最も進化し
たインターコネクトケーブルです。４本の導体を対角
に接続することでインダクタンスを下げ、有害な輻射
ノイズを減少。通常の２芯構造に比べて２倍を超える
導体量を誇り、ダイナミックで圧倒的なエネルギー
伝送が持ち味。際立つハイCPにご注目ください。

創立２周年のとき、パワフル伝送のため、あらたに導
体と構造に工夫を加え、コストダウンにチャレンジした
入魂のケーブルです。貴重な6N銅と5N銅を中心に、
純銀コートOFC、結晶構造に優れたPCOCCをハイ
ブリッドさせた理想の2芯
（Twin）
導体とし、それをダ
ブルシールド構造で完成。繊細ながらも温かさをもつ、
パワフルで音場感あふれるサウンド。ビギナーからベ
テランにまでお勧めできるベスト・バイ･ケーブルです。

このクラスでは考えられぬほど贅沢な高純度3 種素
材、厚手純銀コートOFCを中心にPCOCC、高純度無
酸素鋼を投入。絶妙にハイブリッドした画期的な新
導体を開発。端子の先々までゆき届いた設計。この
クラスでは味わえない完成度の高さ。自慢のハイCP
ベストバイのオーディオケーブルです。

6NAC-3000 Meister

6N4 種ハイブリッド・4芯
（Quadri）
スターカッド方式ケーブル

RCA
（0.75m×2）
￥14,900
（税抜き）JAN 4580365060964
RCA
（1.0m×2）
￥16,900（税抜き）JAN 4580365060971

●導体構成：超高純度 6NCu
（99.9999％純銅）
、PCOCC 、純銀
コートOFC 、高純度無酸素銅●構造：4 素材ハイブリッドによる
4芯
（Quadri）
スターカッド・ダブルシールド構造●導体サイズ：1.0
スケア
（片チャンネル）
●絶縁体：高純度ポリエチレン●介在：天
然綿糸●シールド：アルミラップと高密度編組の2重シールド●プ
ラグ：
（キャップ）
ニッケルメッキ、
（ピン）
24金メッキ●シース：エコ
処理新ＰＶＣ
（EU-RoHS 対応）
●外径：8.5ｍｍφ

6.5N・AC-2000 Meister

6N4種新ハイブリッド2芯
（Twin）導体設計、
2重シールド方式

RCA
（1.0m×2）
￥11,900（税抜き）JAN 4580365061077

●導体構成：超高純度6NCu
（99.9999％純銅）
、5NCu、高純度単
結晶PCOCC、
純銀コートОＦＣ●構造：6ＮＣｕを中心とした高純度
4素材による独自のハイブリッド導体を採用。マルチストランド２芯
ダブルシールド構造●導体サイズ：0.788スケア
（片チャンネル）
●絶
縁体：高純度ポリエチレン●介在：天然綿糸●シールド：アルミラッ
プと高密度編組の2重シールド●プラグ：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●シー
ス：EU-RoHS対応エコ処理新ＰＶＣ使用●外径：8. 5ｍｍφ
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Silver Meister AC-1001

最高級の Grandio を冠したＵＳＢケーブル。
ピュアオーディオ・レベルの 究極伝送 を可能にしたからです。
今やすっかり定着した音楽のデータファイル再生。オーディオファイルにとっても魅力
的な音源ですが、ハイエンドオーディオ専用として高音質再生のために留意された
ＵＳＢケーブルでなければ、その魅力も十分に享受できません。そこで、極めつけ
のクォリティ を目指して開発したのが 6N・USB-Grandio 2.0です。不純物が百万分
の１レベルまで除去された超高純度6Ｎ
（99.9999）
銅を中心に、純銀コートを施した
ОＦＣを組み合わせ、黄金比によるハイブリッド配合を実施しました。しかも、信号伝
送用メイン導体の素線は、一般的な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。伝送エネルギーが大幅にアップし、豊かな情報量にくわ

RCA
（1.2m×2）￥6,900（税抜き）JAN 4580365061206

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可能としました。音楽と

●導体・構造：純銀コートOFC、
PCOCC、
高純度無酸素銅の3種
ハイブリッド導体による2芯ダブルシールド構造 ●シールド：アルミ
ラツプと高密度鋼編組の2重方式●プラグ：
（キヤツプ）
ニッケル
メッキ、
（ピン）
24金メッキ●外径：5.4mmφ×2

イルの心をとりこにするでしょう。

オーディオを知り尽くしたゾノトーンならではのハイクォリティは、ピュアオーディオファ

6N・USB-Grandio 2.0

ピュアオーディオグレードＵＳＢケーブル

素銅導体２芯採用
（各導体＝0.16ｍｍφ×11本）
●ケーブル構造：信号伝送2芯、
電源2芯による4芯方式。

●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

シールドはノイズを極限まで抑えるアルミペットシールド2層＆錫メッキ無酸素導線による高密度編組シー

※2.0ｍ、3.0ｍ、4.0ｍは特注でお受け致します。

ルーを生かした２色の強靱なナイロン編組を加えた、振動対策の万全な２重ジャケット方式●プラグ、コ

●導体構成：メイン導体には超高純度メタル6NCu
（99.9999％純銅）
を中心に、
純銀コーティングОＦＣの

ネクター：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

2素材による独自のハイブリッド2芯方式を採用
（各導体＝0.14ｍｍφ×7本）
。電源専用として高純度無酸

用●ケーブル径：5.6ｍｍφ

（0.6ｍ）A-B type ￥11,000 円（税抜き）JAN 4580365062364
（1.2ｍ）A-B type ￥13,000 円（税抜き）JAN 4580365062371

ルドを組み合わせたトリプルシールド方式●絶縁体：メイン導体には高密度架橋ポリエチレン採用●介
在：天然綿糸採用●外部シース：EU-RoHS対応の新ＰＶＣシース採用。さらに、その上にゾノトーンブ
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全てのスピーカーケーブルが切り売り対応。それがゾノトーンのポリシーです。

ピュア伝送に徹したバイワイヤーケーブルの頂点。
大型スピーカーを生き生きと鳴らしきる高能力です。
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カに優れ、繊細なデイテー
ルをあますところなく伝送。オーディオケーブル開発の最終テーマは、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」です。そこで、不純物のない超高
純度導体の開発とあいまって、こ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することで、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構造を開発し、大電力伝送の大敵で
ある様々な「ひずみ」
、
「混濁」の発生を抑えることに成功しました。各導体が 3.5ス
ケアという特太ケーブルですが、ハイエンドユーザー向けに切売りタイプ
（別売2芯、
4芯用端子キット）
も用意。CPも抜群です。

7NSP-7070 Grandio

〈ＤＭＨＣ-Quadri〉新・7NCu・4種ハイブリツド
シールド付最高級4芯特太ケーブル
完成品
（Y×2/B×4 端子付1.8m×2）
￥125,000（税抜き）JAN 4580365061497
切売り
（1m）
￥16,600（税抜き）JAN 4580365062609

※分岐コネクター、Y/B 端子の別売キットあり。推奨端子：LUGW-7070、LUGY-5.5、LUGB-5.5、SP-BNK18

40mリール￥664,000（税抜き）JAN 4580365061503

●導体構成：超高純度7NCu
（99.99999％超純銅）
、
PCOCC、
純銀コートOFC、
高純度無酸素銅●構

７芯×２
（14芯）
タイプ、8.1スケア×2の超弩級ケーブル。
類い稀な 表現力 に加えて、
生々しいプレゼンスが感動的です。
微細な信号にまで、みなぎる生命力。その先の領域へ切り込んだハイレベル・ケー
ブル。
さらなる進化を。さらなる深化を。ベターではなくて、
ベストを求めつづける。

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●導体数：7芯×4
（28芯）
●導体サイズ：3. 5スケア×4 ●絶縁体：高純度ポリエチレン●介在：天
然綿糸●シールド：アルミラップシールド●外部ジャケット：新PVCシースの上に2色の強執なナイロン
編組を加えた2重ジャケット●導体抵抗：5. 8mΩ/m
（20℃）
●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●オリジナル18mmφ分岐コネクター付●切売りに対
してオリジナル分岐コネクター、特太端子、Y、
Bプラグの別売キットを用意

それがゾノトーンのケーブル哲学です。その表現力は通り一遍ではなく、存在感
が感じられるか。パワーやスケールやエネルギーは圧倒的であるか。それらを徹
底的に追求したスピーカーケーブルです。一聴して体感するのは、物理的特性を超
えた音楽の感動です。自作ケーブルのためにオリジナル端子が用意されています。

新開発、新機構、新ＤＭＨＣ
‐Quadri方式。
ピュアで繊細だけでなく、重厚で堂々たる臨場感も無類です。
「至高」のさらなる高み
（high）
へ到達したスピーカーケーブルです。

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×2）
￥129,000（税抜き）JAN 4580365061442
切売り
（1.0ｍ）
￥19,000（税抜き）JAN 4580365062593
30mリール ￥570,000（税抜き）JAN 4580365061459

※分岐コネクター、Y/B 端子の別売キットあり。推奨端子：LUGY-8.5、LUGB-8.5、SP-BNK22

●導体構成：７Ｎ超高純度銅を中心とした複合銅の集合、純銀を厚手にコーティングしたOFC、
高純
度単結晶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。

【新開発】超高純度７NCu×特殊銅合金素材・５種ハイブリッド新導体。
【新機軸】中空パイプ介在による新エアー制振構造。
（ピュア＆エネルギー＆迫真のプレゼンス）【新発想】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・コンストラクション。

ゾノトーンが何よりも大切にしているのは、単なる物理特性を超えた音楽性です。
つまり、私たちが言うところの 超弩級 とは、製品そのものを指していると同時に、
感動のスケールも意味しているのです。7NSP-Shupreme１の各芯線は異種線材の
複合体で、独立して絶縁されていますが、中心と芯線相互の間には５本の中空パイ
プを配置。これが絶縁と振動吸収の役割を果たす隔絶構造。この新エアー制振が
新ＤＭＨＣ
‐Quadri方式の一環であり、これによって、つとに知られたゾノトーンの精
彩で豊麗な描写力に加え、これまでにない濃密な臨場感も身につけたのです。特
に特殊合金素材が加わった新導体の偉力、その躍動感の厚さと熱さに、オーディ
オファイルは陶酔の時空間を体感するでしょう。あえて ケーブル維新 と呼びたい
スピーカーケーブルです。超特太ケーブルですが、2芯使用、バイワイヤー使用共に
便利な別売端子が用意してあります。
●導体構成：超高純度７ＮCu、
高純度銅の特殊合金素材、結晶構造に優れた PCOCC、純銀 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芯使用は、スタッカード結
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
・Ｂ端子付。精密で高品位なネジ止
●外径：26ｍｍφ●端子：厚手のロジウムメッキによるオリジナルＹ
め設計で、極太 9.5ｍｍφ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●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-S upreme1
シュプリーム

TOP- END
スピーカーケーブル

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●導体抵抗：2.2ｍΩ/ｍ●外部ジャケット：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●外部シース：天然綿糸の外側シースは環境問題に留意した鉛レス、カド
ミリュウムレスの最新PVC
（RoHS対応）
●シールド：厚手アルミラップシールド採用●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。精密で高品位なネジ式設計で、極太 8.5ｍｍφの
SPケーブルまで対応。自由な入換えが可能●オリジナル分岐端子付 ※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

完成品
（Y/Ｂ端子付 2.0m×2）￥220,000（税抜き） JAN 4580365061725

※標準完成品は2 芯仕様となります。バイワイヤリング仕様については特注にてお受けいたします。

切り売り
（1.0m）￥33,000（税抜き） JAN 4580365062654

※分岐コネクター、Y/B 端子の別売キットあり。推奨端子：LUGY-10、LUGB-10、SP-BNK26

《 NEW DMHC-Quadri 》●2芯結合使用時：ホット側・赤（ドット無し）+赤（ドット付）
／コールド側・黒（ドット無し）+黒（ドット付）
●バイワイヤリング使用時：高域側・赤（ドッ
ト付）+ 黒（ドット付）
／低域側・赤（ドット無し）
+黒（ドット無し）
※高域用はケーブル被覆に白いドットが印刷されています。

PVC外部シース
PVC内部シース
第 1 導体
（1.4 mmφ×1）
第 2 導体
（0.5 mmφ×7）
第 3 導体
（0.5 mmφ×7）
第 4 導体
（0.5 mmφ×7）
第 5 導体
（0.32mmφ×19）
第 6 導体
（0.18mmφ×4+26）
第 7 導体
（0.12mmφ×70）
第 8 導体
（0.08mmφ×120）
厚手アルミラップシールド
絶縁体
（高密度ポリエチレン）
中空ポリエチレン絶縁パイプ
PVCシース
紙テープ
外部ジャケット
（オリジナル・ブルー＆ブラック糸編組）

高CPを実現した〈DMHC−DuO〉
方式。
躍動する鮮烈＆エネルギッシュなサウンドです。
スーペリア・ケーブルの7NSP-Grandio 10と同じコンセプトを継承しながら、むしろ
使いまわしのよさでは上級機種を超える魅力を持つスピーカーケーブル。ゾノトーン
のケーブルコンセプトを明示する代表作です。切売りのための分岐スリーブと端子
キットが用意されています。

7NSP-Grandio 07

（14芯）7N-4 種ハイブリッド方式特太ＳPケーブル

完成品（1.8m×2、Y/B端子付）￥68,000（税抜き）JAN 4580365061527
切売り
（1.0m）
￥8,700（ 税抜き）JAN 4580365062616
50mリール ￥435,000（税抜き）JAN 4580365061534 販売終了

●導体構成：超高純度7NCu
（99.99999％超純銅）
、PCOCC、純銀コ−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-DuO構
造●導体数：7芯×2
（14芯）
●導体サイズ：3.5スケア×2●絶縁体：高純度ポリエチレン●介在：天然綿糸
●シールド：アルミラップシールド●外部ジャケット：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●導体抵抗：5. 8mΩ/m
（20℃）
●外径：17mmφ●端子：24金メッキによるオリジナ
ルYラグ、
又はバナナ端子付●オリジナル17mmφ分岐コネクター付●切売りに対してオリジナル分岐
コネクター、
Yラグ、バナナプラグの別売キツトを用意
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Grandioシリーズのピュア＆ダイナミック伝送を継承。
ハイグレードの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。
ハイグレードなのにポピュラーなプライス。バイワイヤリング接続もスターカッド接続
も可。3.12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新開発。高忠実伝送を約束する特太４芯
構造で仕上げました。各導体が3.1スケアというビッグサイズであり、単独に２本ず
つ２組に分ければ、高域用、低域用を個別に伝送できるバイワイヤリング方式とな
ります。また、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、
１チャンネル
あたり6.2スケアというコアのキングサイズ化と同時に、パワー伝送に有利な低イン
ピーダンス化がはかれます。パワフルなエネルギー伝送と共にオーバートーンの再
現に不可欠な繊細さを合わせ持つ、ロスのない優れたスピーカーケーブルです。
なお、ハンダ付けを必要としないオリジナルＹラグ、バナナプラグの別売キットを用
意してありますので、ご活用ください。

6NSP-6600S Meister
切売り
（1.0ｍ）
￥6,600（税抜き）JAN 4580365062623

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

※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：LUGY- 8.5、LUGB- 8.5

40mリール￥264,000
（税抜き）JAN 4580365061565

●導体構成：高純度6N銅
（99.9999％純銅）
、
ＰＣОＣＣ、高純度無酸素銅、純銀コートОＦＣ●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●絶縁体：高純度ポリエチレン●介在：天然綿糸●シールド：アルミペットシールド●外
径：14ｍｍφ●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。

CPの高さを実感する４芯タイプの高品位ケーブル。
スタッカード使用では逞しい躍動感サウンドで、ハイエンド・
シアター用にもおすすめです。
ハイブリッド･マルチ・ストランドの導体構成といい、信頼性の構造といい、そして何
よりもそのサウンドで、期待にたがわぬ、どころか、期待を超えた結果に満足してい
ただけるでしょう。ハイ・エンド・スピーカーのためのCPの高い高品位ケーブルです。

6NSP-4400S Meister
切売り
（1.0ｍ）￥3,300（税抜き）JAN 4580365062630

〈ＤＭＨＣ-Quadri〉
シールド付
高級スピーカーケーブル

※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：LUGY-5.5、LUGB-5.5

40mリール￥132,000
（税抜き）JAN 4580365061596
●導体構成：６Ｎ高純度銅、純銀を厚手にコーティングしたOFC、高純度単結晶PCOCC、
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：2.0ｍ㎡×４本●外径：10ｍｍφ●導体抵抗：8.82ｍΩ/ｍ●介在：

間接音成分による空間の拡がり感と奥行き感の再現力は特筆ものです。
「至高」のさらなる高み
（high）
へ到達した
さらに上をいくパワーケーブルです。

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●シー
ルド：厚手アルミラップシールドを採用●外部ジャケット：透明なブルー。振動を与えぬ強固な構造。

この価格帯では考えられぬ完成度。
細やかさと溌剌さに魅了されるでしょう。

（ピュア＆エネルギー＆迫真のプレゼンス）

人気の4芯ケーブル 6NSP-4400Sの高音質をそっくり受け継ぎ、
丹念な2芯シールド構造でしっかりと仕上げたハイCP、ハイエン

【新開発】電源ケーブル初の新5芯
（2.75㎟×5）
構造・4種ハイブリッド導体。
【新機軸】2芯合同、特太5.5スケア。
【新発想】PSE準拠のもとで最大限の音質確保。

ゾノトーンは電源ケーブルづくりにも哲学を持っています。12年以上も昔、世界に先

ド仕様のノーマルスピーカーケーブルです。通常この価格帯にな

駆けて超高純度 7N銅採用の電源ケーブルを開発、世間を瞠目させて以来、電源

ると、導体は汎用銅材料のみとなってしまいますが、本品はお家

ケーブルに電力スペックとは別にオーディオ信号経路とまったく同様に広帯域、高

芸ともいえる6NCuを中心に、4 種の高純度素材を独自の黄金比

解像度、帯域バランス、ハイスピード伝達特性が重要であることを主張し続けてき

でハイブリッドした最高の導体を採用。Zonotoneならではの細や

ました。この 電源最重視 のコンセプトのもとにまずは、高純度素材ありき。オーディ

ター用に大人気のケーブルです。

サウンドも幅広い用途も魅力的。
小粒ながらもキリッとした切れ味です。

6NSP-2200S Meister

小、
中型スピーカ−、
リアスピーカーと幅広い用

クォリティの高い5芯方式の採用や、電源ケーブルとしては初めての異種 2芯合同、

途。機器の内部配線用としても最適です。

3Ｐ方式による5.5スケアの特太ホット、コールド導体の完成。加えて、それを活かす

かな表現力に加えて躍動感溢れたサウンドが 特色です。シア

6N・4種ハイブリッド2芯SPケーブル
切売り
（1.0m）
￥1,450（税抜き） JAN 4580365062647

SP-220 Meister

※端子別売り。推奨端子：LUGY-5.5、LUGB-5.5

50mリール ￥72,500（税抜き） JAN 4580365061619

オケーブルと同様、厳選された芯線素材を採用。長時間の試聴を経て理想的なハ
イブリッド導体を創出しています。そして、それを活かしきる構造です。その成果が

導体間5本、中心部1本のエラストマー振動吸収材の配置。更に本格的な軟銅線
編組シールドによる万全なノイズ対策などで実現されました。これによって、ダイナ

7NPS-Shupreme1
シュプリーム

TOP- END
電源ケーブル

新 登 場

（1.8m）
￥120,000（税抜き）JAN 4580365062265

《 NEW IDEA 》●7N超高純度導体を惜しげもなく採用●細部にいたるまで徹底した安
全性第一の思想●外装も高い防震性能

●導体
（芯材）
：7N超高純度銅、5N高純度銅、純銀コーティングOFC、高純度無酸素銅●構造：5芯
（2.75㎟×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）
●介在：エラストマー振動吸収材を導体間に5本使用●中心介在：中央部に太
めの振動吸収材を使用●シールド：軟銅線編組●シース：鉛レス、カドミレスの新エコ軟質PVC
（RoHS対応）
●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
と端子の接点部は絶対に緩まぬ溶融。コンセント接点部は長期間の激しい脱着にも被膜が傷つかぬ

●導体素材：高純度6NCu
（99.9999％純銅）
、
PCOCC、純銀コートOFC、
高純度

PCOCC×OFCのHybrid 2芯導体
30m巻￥13,500
（税抜き）JAN 4580365061640

ミックなエネルギー特性を確保するだけでなく、音楽再生に欠かすことのできないハ

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

●導体素材：高純度単結晶PCOCC、高純度無酸素鋼

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●耐電圧：1000V/分 ●導体抵抗：3.7Ω

ル仕上げ●介在：天然綿糸●シールド：芯線の上にアルミラップシールド採用●外

●構造：高純度2種素材ハイブリッドによる2芯マルチス

イスピードレスポンスの獲得を始め、ワイドレンジで優れた分解能、繊細で表情豊

部ジャケット：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●導

トランド仕上げ●導体サイズ：0.75 スケア×2●外径：

かな中・高域、更に間接音成分による深い空間の拡がり感と奥行き感を見事に再

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。

体サイズ：2.0スケア×2 ●導体抵抗：8.9mΩ/m
（20℃）
●外径：8.0mmφ

2.8mmφ×2●30m巻
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現させることに成功しました。まさに傑出した電源ケーブルの登場です。

タフな高性能ロジウム・
メッキを採用●外部ジャケット：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、
/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

11

POWER
CABLES
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。
再生システムの能力を十二分に引き出すケーブルです。
クォリティは落とさずにコストダウンを図る。これも ゾノトーンイズム です。手にしや
すい価格でありながら、その性能はシステムのグレードがワンランク向上したように
感じられるでしょう。再生するたびに味わい深くなる電源ケーブルです。

6NPS-3.5 Meister

1.8ｍ￥23,000（税抜き）JAN 4580365062180

高級シールド付３Ｐ電源ケーブル

●導体構成：６Ｎ高純度銅、純銀を厚手にコーティングしたOFC、高純度無酸素銅。この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線を使用。ハイグレード・オーディオ機器
のための高性能電源ケーブル●シールド：厚手アルミラップシールド採用●構造：導体１本の断面積
は軟銅複合線3.5スケアという太さ。アース付3芯タイプ●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●外部ジャケット：ブルーとブ
ラックの２色を用いて、ケーブルを堅く編み上げた強靱な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●外径：12ｍｍφ●耐電圧：1000V/分
●導体抵抗：5.5Ω/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。

新・7NCu4種ハイブリッド特太コア採用。5.5 SQ
（0.5ｍｍ導体×29本）
の超絶パワーです。
オーディオ信号経路とまったく同様に、電源ケーブルも広帯域、高解像度、帯域バ

かりと溶融することができ、長期にわたって高い安全性を重視。高音質を確保でき

ランス、ハイスピード伝達特性が重要である。この 電源最重視 のコンセプトか

るヘビーデューティな一体モールド型を採用、接点部には高性能なロジウムメッキ

ら生まれた本製品は、目指したハイスペック・パワーを達成するべく、芯線のすべ

を施しています。

てを新しく開発。新たに製作した導体は、超高純度7N銅
（99.99999％純度）
、高純
度 5N銅、純銀コーティングOFC、高純度無酸素鋼の4 種。いずれも0.5mm径の
29本を黄金比でハイブリッドした 3層マルチストランド撚りの最強新導体です。解
像力が極めて高く、広帯域で均質なエネルギー分布を持つと同時にエネルギーに
溢れ、強力なダンピングが効いた生々しいサウンドです。高い SN比を達成するた
め、内部には高密度編組によるシールドが設けられており、高い防振性能発揮の
ためにより色鮮やかなブルーを基調とした2色ジャケットを外装着用。もちろんＰSE
規格も遵守。コネクターはインレット、プラグ共に端子接点部とケーブル部分がしっ

7NPS-5050 Grandio

高純度特太コア採用・
シールド付
超絶パワー３3P電源ケーブル

￥99,800（税抜き）JAN 4580365062067
限定 200 本（1.5m）

●導体
（芯材）
：7N超高純度銅、5N高純度銅、純銀コーティングOFC、高純度無酸素銅●構造：4 種類
の芯材
（各 0.5mm 径）
を29本黄金比でハイブリッド。3層マルチストランド撚りにて極太 5．
5スケア導体
仕上げのアース付 3芯タイプ
（アース線は高純度無酸素銅のみ使用）
●シールド：軟銅線編組●電源プ
ラグ・コネクター：一体モールド型、接点部はロジウム・
メッキ●シース：新エコ材PVCシース
（RoHS対応）
（125V）
●耐電圧：1000V/分●導体抵抗：3.2Ω/km●絶縁抵抗：5MΩ/km●許容電流値
（定格）
：15A
●VCTF
（ＰＳＥ準拠）※ご家庭の電源コンセントが 2 Pの場合、3P- 2 P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。

画期的な発想から開発された比類なき性能。
極太5.5 SQなのに信じられぬ価格です。
空間感が広がる。楽器の質感がアップする。
レンジ感が拡大する。愛聴盤のＬＰに針
を下ろす。あるいは、
ＣＤプレーヤーのPLAYボタンを押す。その瞬間、感嘆の声をあ
げてもらうために、
革新といっても過言ではないアプローチを随所に駆使しています。

6NPS-5.5Grandio

最高級シールド付３Ｐ電源ケーブル

1.8ｍ￥50,000（税抜き）JAN 4580365062135

●導体構成：６Ｎ高純度銅、5Ｎ高純度銅、純銀を厚手にコーティングしたOFC、
高純度無酸素銅。
この

サウンドもビジュアルも品位と力感がアップ。
ピュアオーディオでもＡＶでも期待を裏切りません。

4 種類を黄金比でハイブリッドした5.5スケアの極太芯線。オーディオケーブルと同様 、電源ケーブルに

6NCuを中心に、オリジナル3種をハイブリツドした導体を採用。めがねコネクターの

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。特太3.5スケア×2 芯

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という、
かつてない卓抜なコンセプトから生まれ

理想を追究した特太 3．
5スケア×2芯シールド仕様。音にも絵にも効果的です。

シールド仕様の2P- 2Pコネクタータイプです。インレット＆コネクターは、
ともにオリジ

6N2P-3.5 Blue MEGANE

ナル一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しています。

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。高純度素材と作りにこだわるZonotone
の会心作●構造：導体１本の断面積は最大級とも言える5.5ｍｍφ。
アース付の防振型３芯タイプ●シー
ルド：軟銅線編組●電源プラグ
・コネクター：一体モールド型、接点部はロジウム・
メッキ●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を採用●シー
ス：鉛レス、
カドミレスの新エコPVCシース
（RoHS対応）
●外部ジャケット：防振にも性能を発揮するブ
ルーとブラックの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●外径：16ｍｍφ●耐電圧：1000V/分●導体抵抗：5.2Ω/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。
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ベールを脱いだようにクリアーな音質と画質。
ＢＤプレーヤーやＢＤレコーダーの頼もしいパートナーです。

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（1.5m）
￥21,000（税抜き）JAN 4580365062234

6N2P-3.5 Blue Power

オーディオグレード高性能2Pタイプ
電源ケーブル

●導体構成：6N高純度銅
（99.9999％Cu）
、純銀を厚手にコーティングしたOFC、
高純度無酸素銅によ

2P-2Pコネクタータイプ（1.5m）￥21,000（税抜き）JAN 4580365062241

る3 種ハイブリッド導体
（0.32φ×45本）
●構造：3 種ハイブリッド・マルチストランド、導体面積3．
5スケア

●導体構成：6N高純度銅
（99.9999％Cu）
、純銀を厚手にコーティングしたOFC、高純度無酸素銅による

×2芯●絶縁体：耐熱新 PVC
（RoHS対応）
●介在：天然綿糸●シールド：アルミラップシールド●プ

3 種ハイブリツド導体、
0.32φ×45本●構造：3種ハイブリツド・マルチストランド、導体面積3．
5スケア×2

ラグ＆コネクター：インレット＆コネクター共にオリジナル一体成型モールドタイプ。接点部は高純度

芯●絶縁体：耐熱新PVC
（RoHS対応）
●介在：天然綿糸●シールド：アルミラップシールド●プラグ＆コ

ロジウムメッキ
（めがね型コネクター）
●外部ジャケット：オリジナル2 色ナイロン糸による編組ジャケット

ネクター：オリジナルー体成型モールドタイプ、高純度ロジウムメッキ
（2P型コネクター）
●外部ジャケット：オ

●ケーブル外径：11mmφ●許容電流値
（定格）
：15A
（125V）

リジナル2色ナイロン糸による編組ジャケッ
ト●ケーブル外径：11mmφ●許容電流値
（定格）
：15A
（125V）
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音のいいアクセサリー は、それだけでもシステムをグレードアップします。

MCカートリッジ昇圧用「バランス型トランス」のご愛用者には、
とくにおすすめしたい「極上」のプレミアム・ケーブルです。
数あるオーディオケーブルの中でもフォノケーブルが最重要である。この位置づけ
で、積み重ねたデータをもとに長時間試聴を重ねた上、最もニュートラルでロスの
生じないケーブルづくりに成功しました。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スケアの断面積を達成。そし
て、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

音 楽 と い う 芸 術 の 真 髄 を 描 出 す る 精 緻 の 極 み 。

8NTW-8080 Prestage

可能としました。5pin DIN端子を含め、アース分離コネクター、RCAコネクターには
ウムメッキが採用されています。

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

外部ジャケット
（ブルー＆ダークセピア・ナイロン編組）

●導体構成：超高純度8NCu
（99.999999％超純銅）
、
高純度単結晶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

外部シース
（新PVCシース/RoHS対応）

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 ●絶縁体：架橋ポリエチレン●介在：天然

ゾノトーンのヘッドシェルはパーツではなく、コンポーネント
です。カートリッジには作品と呼ぶにふさわしい名品があり
ます。その傑作・名作を、
しっかりと鳴らしきるヘッドシェルの
決定版を徹底的にこだわって作り上げてみたい。この情熱
から誕生したZ・SHELL10 は、
「鳴かないこと。鳴かせない
こと」という永遠の命題に解答を出しました。

わずか30mmの細いワイヤーが LPレコード再生の鍵を握っ
ている。この事実をベテランのアナログリスナーならば誰で
も気がついています。極微少ともいえるカートリッジの信号
出力をダイレクトに受け継ぐだけに、最も重要なケーブルと
いっても過言ではありません。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です。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
るハンダを用いず庄着仕上げとしています。繊細感、エネル
ギー感を並立させたまさにアナログ再生にこだわるゾノトー
ンならではの力作、そして自信作です。

Z・SHELL 10

8NCu・4種ハイブリッド・ツイン・コアによる完全フローティング伝送。
W・T・T・S方式＆8層構造採用。
●最高級トーンアーム／フォノケーブル（3type）
8NTW-8080（S）ストレート5Pin・DIN（1.2m）￥47,500（税抜き）JAN 4580365062302
8NTW-8080（L）L型ネック5Pin・DIN（1.2m）￥51,500（税抜き）JAN 4580365062319
8NTW-8080（RCA）RCA-RCA
（1．
2m）￥55.500（税抜き）JAN 4580365062326

カートリッジ リード トーン
ワイヤー アーム

導体も構造も仕上げも画期的。
比類のない密度感、繊細感、エネルギー感。

●パーツを超えたハイグレードヘッドシェル

筐体
（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
精密切削加工によるオリジナルパーツを採用。全接点部には最高グレードのロジ

アナログへこだわりから生まれた、
素材も意匠も設計も特注感覚の逸品。

￥23,000（税抜き）JAN 4580365062586
●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。しかも、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。

●最新・プレミアムリードワイヤー

8NLW-8000 Prestage

4本組￥7,600
（ 税抜き）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

ゾノトーンの最高峰シリーズ、Shupremeスピーカーケーブル
専用の組立てキットです。いずれも極太用大型端子、10mmφ
まで対応するネジ交換方式のYラグ、バナナプラグですが、
音質本位の本格設計がほどこされています。堅牢で使い易
いことは勿論、長期にわたる初期特性を維持します。
（ 7NSP-Shupreme1 専用キット）
●極太SPケーブル用コネクター
（9.5〜10m㎡対応）

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

バナナ端子、4本組￥21,000
（ 税抜き）JAN 4580365062500

●極太SPケーブル用分岐端子
（26mmφ用）

SP-BNK26

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

●チューブキット
（熱縮タイプ）8本入

STK-1

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

※SP-BNK26、STK-1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。

アウター
（共通）
シールド
（高密度銅編組）

綿糸●シールド：
（インナー）
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

マイラー絶縁テープ
（二層）

る合計3重シールド●シース：エコ処理新PVC
（RoHS対応）
、
その上に2色の強靱なナイロン編組を加

導体（全25本3層構造）

えた2重ジャケット方式●プラグ：接点部はいずれもロジウム・
メッキ仕上げ

内部シース
（架橋ポリエチレン）
アルミラップシールド
インナーシールド（高密度銅編組）
天然綿糸介在

アナログファンが待望していた フローティング伝送 。
スーパーと呼ぶにふさわしい、CP抜群の高級フォノケーブルです。
MCカートリッジの出力電力は、わずかに約41.66ナノワット
（1.5Ω、出力0.25mV）
とい
う信じがたいほどの超微少電力。僅かな伝達ロスも致命的です。それだけに「トー
ンアーム・ケーブル」を重要課題と位置づけし、心血を注いできました。8NTW- 8080
Prestageの弟機として誕生した7NTW-7060 Grandioシリーズは、プレミアム素材で
ある超高純度7N銅
（99.99999％）
を中心に４種を黄金比でハイブリッドさせた新導体を
開発。
２組の２芯ダブルシールドの外側に、
さらに共通シールドを施した８層構造を採
用して、完全フローティング伝送を達成。スーパーと呼ぶCP抜群のフォノケーブルです。
汲めども尽きぬアナログの魅力に陶酔。

7NTW-7060 Grandio

7N・新４種ハイブリッド・ダブル２芯トリプルシールド設計
7NTW-7060
（ S）
ストレート5Pin・DIN
（1.2m）
￥29,500（税抜き）JAN 4580365062333
7NTW-7060（L）L型ネック5Pin・DIN
（1.2m）
￥33,500（税抜き）JAN 4580365062340
7NTW-7060（RCA）RCA-RCA（1．
2m）
￥35,500（税抜き）JAN 4580365062357
●導体構成：超高純度7NCu
（99.99999％純銅）
、高純度単結晶 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・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：0.45スケア×4●絶縁体：架橋ポリエチレン●介在：天然綿糸●シース：EU-RoHS対応
エコ処理新ＰＶＣシースを採用。しかも、その上に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●プラグ：接点部に24金メッキ採用
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使う身になって入念に練り上げたＹラグ、バナナプラグです。
大型端子用でありながら、使いやすく、堅牢で、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。特に8.5ｍｍφという特太導体をもつ超弩
級スピーカーケーブルにもラクラクと対応します。
●極太SPケーブル用コネクター
（ 8.5mmφ対応）

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

バナナ端子、4本組￥17,000
（ 税抜き）JAN 4580365062487

●極太SP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（ 税抜き）JAN 4580365062555

使い勝手を重視して入念に設計した音質本位の高品位ユ
ニバーサル型 2ウェイ方式のスピーカーケーブル用端子キット
です。最大径5．
5スケアまでの特太多芯ケーブルを、付属の
六角レンチ1本で確実にコンタクトすることができる優れた
構造。先端部のYラグ、バナナプラグはネジ式なので簡単に
交換が可能。シンプルながらつくりのユニークさと堅牢さで
長くご愛用いただける使いやすい端子です。
●5.5スケア対応、
高純度24金メッキ・ユニバーサル型SPケーブル・コネクター

バイワイヤー
（4芯）
ケーブル用で、送り出し側の2芯をまとめて
挿入できるように設計された、使い易く高品位なユニバーサ
ル型Yラグ、バナナプラグです。
●2-1対応、
高純度24金メッキ・ユニバーサル型SPケーブル端子

LUGW-7070

Yラグorバナナセット
（2本組）
各セット￥6,000（ 税抜き）
Yラグ（2本組）
セットJAN 4580365062425
バナナ
（2本組）
セットJAN 4580365062432

LUGY-5.5
Yラグ、4本組￥8,300（ 税抜き）JAN 4580365062456
LUGB-5.5

非磁性体重量級分岐スリーブで、ケーブル外径18mmφ、4芯
まで対応できる便利で安定性に優れた製品です。

●極太SPケーブル用分岐端子（17mmφ用、2穴）

組立キット
（2個入）
￥5,900
（ 税抜き）JAN 4580365062548

バナナ端子、
4本組￥8,300
（ 税抜き）JAN 4580365062463

SP-BNK17

組立キット
（2個入）
￥5,300（ 税抜き）JAN 4580365062531
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●極太SPケーブル用分岐端子（18mmφ用）

SP-BNK18

