
■お支払い回数は各種お選び頂けます。■会場にて便利で簡単なクレジットのお手続きも出来ます。■表示価格は全て消費税込です。■提携ローン会社セディナ
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大理石をキャビネットに採用した、
見るも美しいアナログプレーヤー。
共振の発生を抑制し、高いハウリング
マージンを実現。更に、
デジタル出力も搭載。
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内部にハードディスクを内蔵した、
ネットワークプレーヤー。
外付けのディスクドライブを使用すれば
CDのリッピングも可能。
操作も簡単で、気軽にハイレゾを楽しめます。
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オーディオアンプの原点に戻り、
高品位な音楽再生を目指した
ESクラスのステレオ
インテグレートアンプ。
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KT88 を搭載した
MMフォノイコライザー付き
管球式プリメインアンプ。
ジャズやポップスの
音楽性を魅力的に引き出します。
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あとはこれに好きなスピーカーを組み合わせるだけ。CDも
ハイレゾも高品質に楽しめます。パワーメターが美しい、
ティアックの一体型モデル。
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歴史ある SL-1200 シリーズの
新たなスタンダードモデルとして
開発されました。アナログレ
コード再生の愉しみをすべての
音楽ファンへ届けたい。
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ヤマハ独自のドライブメカを搭載。優れた制振性と信号読み
取り精度を実現。USBの入力でデータ音源の再生も可能。
サイドパネルのピアノフィニッシュが高級感を漂わせます。
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プリアンプ部とパワーアンプ部を独立させた、全段フルディス
クリート構成のプリメインアンプ。アイコニックなパワーメー
ターが音楽を聴く楽しみを更に引き出してくれるでしょう。
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伝統的なデザインを踏襲し、
シンプル且つ高品質に作られた
ベルトドライブ方式の
アナログプレーヤー。
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NFB( ネガティブ・フィードバック )
不使用で、純粋な三極管の特性を
楽しむことができます。純 A級駆動
での 300Bの音色をご堪能あれ。
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デジタル機器の正確な動作に重要且つ不可欠な時間軸の調整を
するクロックジェネレーター。10MHz のクロック入力対応。
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ディスクリートD/Aコンバーター「Marantz Musical 
Mastering」を搭載。11.2 MHz DSD対応。最新世代の
オリジナル・メカエンジン「SACDM-3」など、マランツの
技術が凝縮されたリファレンス・ディスクプレーヤー。
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非常に使い安い設計。
トーンアームを交換可能な
脱着型アームベースを採用した
ベルトドライブ式アナログプレーヤー。
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新開発のシンクロナイズド・デルタ・コレクター・サーキット
 ( サイン波形差分同期補正回路 ) により低歪化。さまざまな
オーディオ機器に最大 1,200VA ( 内部損失分を含む ) の
クリーンな電源電力を供給することで、コンポーネント本来の
ベストな動作環境とポテンシャルを引き出す電源システムです。
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ありとあらゆるフォーマットの再生に対応。CDのリッピングも
可能です。レコードや内蔵のラジオも録音できます。更に、
最新のストリーミング再生にも対応。
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同社のセパレート型 SACDプレーヤー「DP-950」「DC-950」
のノウハウを投入。圧倒的な静寂性と音楽情報の高品位再生を
実現しました。
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同社の「A-250」の開発で
培ったテクノロジーを
惜しみなく投入。前モデルから
性能を大幅に向上させました。
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第５世代目となる、アキュフェーズの
MCカートリッジ。セミ・ライン
コンタクト型のスタイラスに
伝播速度の速いボロン製カンチレバーを
採用。
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正確無比なD/A変換をはじめ、
外部振動によるサーボ系への
影響を最小限に抑えるローディングメカ、
アルミ削り出しディスクトレイ、低騒音、
低ノイズ「ブラシレスDCサーボモーター」
など、TADが磨き上げた高品位なメカニズムの結晶の数々。
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ディップフォーミング製法を
純銅製造に応用して作られた
無酸素銅線を使用。音場豊かな
信号伝送を実現しています。
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高純度で、解像度に優れた音だけでなく、アナログ音源の柔らか
な感触まで豊かに再現する。デジタルアンプが到達したかつて
ない表現力が、音楽の歓びと感動をさらに深めます。
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第三世代モデルが誕生。
フラッグシップモデルに採用された
新しいDACプラットフォームの導入や、
最新のデジタル入力部など、
贅沢なマテリアルと最新鋭テクノロジーを結集し、
デジタルプレーヤーの歴史に、新たなる 1ページが加わります。
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ESOTERIC が創業以来、
培ってきたこのフィロソフィーが、
ネットワークオーディオにも
新しい潮流を生みました。
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ありのままの音を鳴らす。
響かせる。独自開発の

Bi-DirectionalADS ポートが
豊かで力強い音場で

リスニングルームを満たします。
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イギリスの BBCモニターと
して使用されていたスペンドール。

日本ではNHKのスタジオ
にも納入された実績を持ちます。
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音楽を上質に楽しむために。
厳選された素材と部品から
精緻なフォーカスと音場を再現する、
コンパクトなデザインの 3ウェイ
4スピーカーシステム
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「正確な音」の再生を可能にする
ECLIPSE 独自の設計がなされた
フルレンジスピーカー。
音に関する様々な技術が
集約されています。
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低音再生における「遅れ」を
解消するべく、高度な技術が
ふんだんに盛り込まれています。
独創の「R2R TWIN DRIVER」により
エンクロージャーに伝わる不要振動を極限まで抑制しています。
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新開発のロングストローク
ウーハーとカーボングラファイト
振動板のツィーターにより、 20Hz から
100kHz の超広帯域にわたって、
リニア再生を実現。 
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自社生産の高品質な
スピーカーユニットを使用し、
デザイン性を高めた
フロアスタンディング
スピーカー。
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