新時代のプリアンプ+6ｄBの増幅機能を装備したパッシブ式コントローラー

PHONO AMPLIFIER

PHONO AMPLIFIER

CONTROLLER

POWER AMPLIFIER

無帰還、300B、そしてパラレル・シングルの大出力。その駆動力は未踏の世界へ誘う

アナログ再生は６筐体のフォノイコライザーを得て究極の高みへ！

●MC昇圧トランス

●フォノアンプ

（株）
音元出版

オーディオファイル垂涎の的、300Bを純A級パラレル・シングル出力動作で用い、
そのドライブ段には出力管と
しても定評のある2A3 によるトランス結合で強力にドライブすることにより、25Wという大出力での中高域
の鮮度と厚みのある低音再生を実現しました。初段には 12AX7、SRPP回路を採用し全段 3 極管による無帰還
アンプ回路構成とする事により、無帰還ならではの躍動感にあふれた表情豊かな音楽の再生能力を獲得して
います。電源部には原理的にスイッチングノイズを発生しない整流管を使用し、
ドライバー段と出力段にはそ
れぞれ独立した専用チョークコイルを設け電源を供給することにより、入力信号増幅回路とスピーカー駆動
回路との相互干渉を徹底排除し、
微小レベルの信号からハイパワーの信号までクリアーに増幅します。又ヒー
ターは全ての真空管に対し完全DC 電源による直流点火で、徹底したローノイズ設計としています。

（株）
音元出版

（株）
ステレオサウンド

MJ無線と実験

主な仕様
●入力インピーダンス：47kΩ
●利得：27dB
●残留雑音：200μV以下：A-NET
●最大出力：25W
（THD：5％）
●周波数特性：10〜40kHz（+0、
-3dB）
●出力インピーダンス：4, 8Ω
（8,16Ω仕様への変更可）
●消費電力：160W（100V AC 50/60Hz）
●最大外形寸法：270
（ W）
×245
（ H）
×480
（ D）
mm
●重量：20kg

フォノアンプ

価格 ¥680,000（税別）¥748,000（税込）

独自の特殊巻線構造で 2 次巻線に高純度銅線 PC Triple-C を使用した MC

コントロールマイスター
価格 ¥1,800,000（税別）¥1,980,000（税込）

モノラル・パワーアンプ
価格 ¥1,500,000（1台・税別 ）¥1,650,000（1台・税込）
¥3,000,000（ペア・税別 ）¥3,300,000（ペア・税込）

●背面

EA-550
フォノバランス伝送対応MC昇圧トランス内蔵

CM-2200
MA-2000

半導体フォノアンプの集大成！一切の妥協を排した新次元の音

昇圧トランスを内蔵。オールディスクリートの全段対称無帰還増幅回路と
合計 4 個の電源トランスによる強力な電源部で構成されたLch、Rch 独立
（株）
音元出版

オーディオ再生の要とも言える音量調整機構には、新たな発想により特許
を取得した理想的なパッシブ式音量調整回路を採用し、さらに+6ｄB の増
幅機能を備え、バランス入出力にも柔軟に対応することで、従来のプリア
ンプとは一線を画した新時代のパッシブ式プリアンプです。
入力端子にはアンバランス（RCA）3 系統、バランス（XLR）３系統を用意し、
出力端子にはアンバランス / バランスペアを 2 系統用意しました。音量調
整ではCM-2000で開発したバランス仕様のアッテネータートランス巻線を

見直し、
トランスであることの利点を生かし、+6ｄB のゲインを持たせるこ
とを可能にしました。本機ではゲイン切り換え（0/+6ｄB）スイッチを後面
パネルに追加し、アッテネーターの可変範囲は 0ｄB 時（0ｄB 〜 -70ｄB）、
+6dB 時（+6ｄB 〜-64ｄB）
の２種類が選択可能となります。どちらを選択し
てもワイドレンジの周波数特性、インピーダンス特性を確保できるよう、
トランスの巻き線構造を再度見直し、いずれのゲイン時でも、CM-2200が
持つ鮮度が高く、明確な音像定位をお楽しみいただけます。

主な仕様
●形式：ハイブリッド・パッシブ・アッテネーター ●入力インピーダンス：47kΩ以上
●チャンネルセパレーション：100dB以上（20〜20kHz）
●周波数特性：10〜100kHz（+0,-3ｄＢ）●出力インピーダンス：250Ω以下
●入力端子：RCA×3、XLR×3、FURUTECH製ロジウムメッキ端子
●出力端子：RCA×2、XLR×2、FURUTECH製ロジウムメッキ端子
●最大外形寸法：434
（W）
×117（ H）
×289
（D）●質量：10kg

●背面

完全モノラル 2 筐体構成。3 系統 の入力を装備し MM/MC とフォノバラン
ス入力対応。RIAA、デッカ、コロムビアと 3 種類のイコライザーカーブを

フォノバランス伝送に対応し、豊富な入力端子と充実した機能を満載

EA-2000

管球式フォノアンプ
価格 ¥3,300,000（税別）¥3,630,000（税込）

（株）
音元出版

Phasemation フォノアンプの集大成として一切の妥協を排し、外付け
MCトランス、新規設計のLCR 型管球式イコライザー部、電源部のすべて
をモノラル構成の全６筐体としました。フォノバランス入力に対応し、
信号系には自社製コイル、トランスを配し、強力な電源部に支えられた
再生音は、高 S/N で高分解能、圧倒的な臨場感と見通しの良いステージ
再現で演奏者の実在感を最高度に表現します。

革新のマルチアンプシステム用チャンネルデバイダー
無帰還、300Bシングル。そのシンプルさが貴方の部屋を演奏会場へと変える

搭載 。さらに消磁機能を搭載し、より使いやすくなりました。

●電源

主な仕様
●形式：V-I / I-V 変換型全段対称無帰イコライザーアンプ ●入力様式：MM、MC
●入力感度： MM：2.5mV、 MC：0.13mV
●適合カートリッジ出力インピーダンス： MM：47 kΩ以下、MC：1.5〜40Ω
●利得： MM：38dB、MC：64dB
●入力換算雑音：MM：-120dBV、MC：-140dBV ●定格出力電圧：200ｍV
（1kHz）
●RIAAカーブ偏差：±0.5dB
（20〜20kHz）●消費電力：10W
（100VAC 50〜60Hz）
/片ch
●最大外形寸法：211
（幅）
×93
（ 高さ）
×360
（奥行） ●重量：5.5kg×2

MJ無線と実験

（株）
音元出版

（株）
ステレオサウンド

主な仕様
●形式：管球式LCR 型無帰還フォノアンプ
●入力様式：MM、MC ●入力感度：MM 2mV / MC 0.1mV
●適合カートリッジ出力インピーダンス：MM 47kΩ以下 / MC 1.5〜40Ω
●利得：MM 40dB / MC 66dB ●入力換算雑音：MM -121dBV / MC -147dBV
●定格出力電圧：200mV（1kHz）●リアカーブ偏差：±0.5dB（20〜20kHz）
●消費電力：35W（100VAC 50〜60Hz）/片ch ●外形寸法：トランス部 214（W）
×118（H）
×
265
（D）x2、アンプ部 214（W）
×118（H）
×368
（D）x2、電源部 214（W）
×118（H）
×352（D）x2
●本体質量：トランス部4.5kg、アンプ部6.1kg、電源部 7.8 kg / x 2

空間表現の追求、3筐体フォノアンプのニュースタンダード

●背面

EA-350
フォノアンプ

フォノバランス伝送対応 MC昇圧トランス内蔵

価格 ¥430,000（税別）¥473,000（税込）

T-2000 のノウハウを盛り込んだ MC 昇圧トランスを内蔵しフォノバランス
伝送に対応。オールディスクリートの全段対称無帰還増幅回路により優雅
で圧倒的な臨場感、見通しの良いステージ再現、高分解能、高 S/N で音楽を
楽しむことができます。3系統の入力で各々MM/MC の切替が可能。入力１，
２はフォノバランス入力に対応 。RIAA、デッカ、コロムビアと 3 種類のイ
コライザーカーブを搭載 。さらに消磁機能を搭載し、より使いやすくなり
ました。

アナログディスク再生関連部門
第1位

主な仕様
●入力感度：2.5mV(MM)、0.13mV(MC)
●適合カートリッジ出力インピーダンス：47kΩ以下(MM)、1.5〜40Ω(MC)
●利得：38dB(MM)、64dB(MC)
●入力換算雑音：-120dBV(MM)、-140dBV(MC)
●定格出力電圧：200mV（1kHz) ●RIAAカーブ偏差：±0.5dB（20Hz〜20kHz)
●消費電力：20W(100VAC 50/60Hz)
●最大外形寸法：430
（W)x 93(H) x362(D)mm ●重量：8.8kg

上級機のエッセンスを取り入れ、回路のリファインを行い
音質、機能にいっそうの磨きをかけました

フェーズメーションの技術を凝縮した
コンパクトモデル

EA-320

EA-200

電源部の完全モノラル化を実現する
専用追加電源

CHD-1000

MA-1500

モノラル・パワーアンプ
価格 ¥1,000,000（1台・税別 ）¥1,100,000（1台・税込）
¥2,000,000（ペア・税別 ）¥2,200,000（ペア・税込）

（株）
ステレオサウンド MJ無線と実験

MA-2000 の魅力 をより多くの方々にお伝えする為、300B を自己 バイアスの 純 A 級シングル 動作とし、東芝製の
6CG7をドライバーとしてトランス結合で使用することにより、余裕の10W 出力を獲得しました。
初段には12AU7の高信頼管である5814AのSRPP 回路を採用し全段3 極管による無帰還アンプ回路構成とする事に
より、300B 本来の素性の良さと共に無帰還シングルならではのナチュラルで音の伸びが良くにじみのない繊細で解
像度のある音を再生します。
電源部には原理的にスイッチングノイズの発生しない整流管を使用し、初段 /ドライバー段と出力段にはそれぞれ独
立したチョークコイルから電源を供給することにより、入力信号増幅回路とスピーカー駆動回路との相互干渉を徹
底排除し、微小レベルの信号からハイパワーの信号までクリアーに増幅します。又300BのヒーターはDC 電源によ
る直流点火で、徹底したローノイズ設計としています。

EA-1200

パッシブチャンネルデバイダー【受注生産】
価格 ¥2,700,000（2台・税別）¥2,970,000（2台・税込）

（株）
音元出版

主な仕様
●入力インピーダンス：47kΩ
●利得：26dB
●残留雑音：200μV以下：A-NET
●最大出力：10W以上（THD：5％）
●周波数特性：10〜40kHz（+0、
-3dB）
●出力インピーダンス：4Ω
（4〜8Ω）
、
8Ω（8〜16Ω）
●消費電力：100W（100V AC 50/60Hz）
●最大外形寸法：
245（ W）
×226
（ H）
×427
（ D）mm
●重量：16kg

PS-1200
価格￥430,000（税別）￥473,000（税別）

管球式フォノアンプ
価格 ¥1,200,000（税別）¥1,320,000（税込）

長年当社では、従来の製品とは一線を画したアクティブ回路を内蔵しな
いパッシブチャンネルデバイダーを開発してまいりました。マルチアン
プ方式のスピーカーシステムにおいて、各スピーカー間のつながりを重
視しつつ、ステレオ音場の再現を目指すとき、求められるクロスオーバー
フィルターの特性は位相リニアとなる 6ｄB/Oct 以外には無いと確信し、
その特性を確実な物とする為に CR 一段型クロスオーバーフィルターを採

用、
その前後にCM-2200で採用したアッテネーター用オートトランスをチャ
ンネルデバイダー用にアレンジして各チャンネル毎のレベル調整として
配置しました。その再生音は従来にも増して鮮度が高く、緻密で広大な
音場の再現を達成いたしました。更に現代のコントロール機器には不可
欠となったバランス入出力にも柔軟に対応したモノラル構成 4Way パッシ
ブ式チャンネルデバイダーです。

主な仕様
●形式：4Way パッシブ・チャンネルデバイダー
●クロスオーバー周波数：6dB/Oct
●入力端子：RCA×1、XLR×1 ●出力端子：RCA×5、XLR×4
●外形寸法：430
（W）
×93
（H）
×359（D）
●本体質量：8kg

●背面

初代 3筐体フォノアンプ EA-1000の後継機としてそのデザイン、回路構成を
一新、EA-2000のエッセンスを色濃く反映させるため、T-1000 ベースの昇圧
トランスと無帰還管球式 LCR 型フォノイコライザー回路を採用しました。
入力は3 系統のフォノバランス伝送 XLR/RCA 端子を備え、全てMC/MMに
主な仕様
●入力感度：2mV（MM）
、0.1mV
（MC）
●適合カートリッジ出力インピーダンス：47kΩ以下
（MM）
、
1.5〜40Ω（MC）
●利得：40dB
（MM）
、66dB
（ MC）
●入力換算雑音：-120dBV（MM）
、-146dBV（MC）
●定格出力電圧：200mV（1kHz）●RIAAカーブ偏差：±0.5dB（20〜20kHz）
●消費電力：43W（100VAC 50/60Hz）
●最大外形寸法：アンプ部：210
（W）
×93
（H）
×365（D）
mm×2、
電源部：210
（W）
×93
（H）
×346
（D）
mm ●重量：アンプ部：4kg×2、電源部：5.8kg

対応し、RIAA、デッカ、コロムビアと３種類のイコライザーカーブを搭載、
さらに消磁機能の追加でより一層使いやすくなりました。
電源部は EA-1000 譲りの強力電源トランス、チョークコイルにシールド対
策を施し、よりクリーンで強力な管球式電源に仕上げました。

●アンプ部背面

●電源部背面

フォノアンプ
価格 ¥270,000（税別）
¥297,000（税込）

フォノアンプ
価格 ¥ 99,000（税別）
¥108,900（税込）

（株）
音元出版

（株）
音元出版

アナログ機器部門
優秀賞
MJ無線と実験

上級機を踏襲したエレガントなデザインに大容量 R コア電源トランスと
シャント型ローカルレギュレーターの強力な電源部。オールディスクリー
ト回路による V-I/I-V 変換型全段対称無帰還増幅回路をデュアルモノラル
パターンにより豊かな情報量による空間表現を実現しました。消磁回路、
CR2 段無帰還形 Low Cut Filter 等上級機の機能を搭載しました。

フェーズメーションの半導体技術を駆使した、オールディスクリート全段
無帰還増幅回路を搭載しています。このクラスとしてはオーバースペック
とも思える大型の Rコア電源トランスと、定格を高めたファーストリカバリ
―ダイオードを搭載した電源部を擁し、豊かな音の表現、躍動感と高 S/N を
実現しています。MM/MC スイッチを搭載しMC入力にも対応しています。

主な仕様
●入力感度：2.5mV
（MM）
、0.13mV（MC）●入力インピーダンス：47kΩ
（MM）
、470Ω
（MC）
●利得：38dB
（MM）
、64dB
（MC）●入力換算雑音：-120dBV
（MM）
、-140dBV
（MC）
●定格出力電圧：200mV（1kHz）●RIAAカーブ偏差：±0.5dB
（ 20〜20kHz）
●消費電力：12W（100V AC 50/60Hz）●最大外形寸法：286
（W）
×93
（H）
×252
（D）
mm
●重量：3.9kg

主な仕様
●入力感度：2.5mV（MM）
、0.12mV（MC）●入力インピーダンス：47kΩ
（MM）
、470Ω
（MC）
●利得：38dB（MM）
、63dB
（MC）●入力換算雑音：-124dBV（MM）
、-140dBV（MC）
●定格出力電圧：200mV
（1kHz）●RIAAカーブ偏差：±0.3dB（20〜20kHz）
●消費電力：2W
（100V AC 50/60Hz）
●最大外形寸法：220
（W）
×57
（H）
×228
（D）
mm ●重量：2.6kg

