さらにリアルなサウンドを追求する方に――
A-10SG TUBE には外付けリザーブ電源 PS-12VR または
高電圧駆動 真空管ハイブリッドアンプ

PS-14VR をご用意しております。
付属の AC アダプタと交換する形で 2 台をペアで使用します。
リザーブ電源とは NEC のプリメインアンプ A-10 を銘機たら
しめたオーディオ用電源回路の一つで、通常のトランス電源

フルレンジ バスレフ型スピーカー

回路と比べて、音楽による電流変調を１０分の１に留める特
徴があり、曲中における静寂さの再現性や、小音量から大音
▲PS-12/14VR

量に変わる際のアンプの駆動力を格段に向上させます。

＊PS-14VR は出⼒電圧 14V となります。本機専⽤でお使いください。
＊PS-12VR は本機以外にも DC12V で動作するオーディオ機器に汎⽤的にご利⽤頂けます。

仕様

型名
出⼒
⼊⼒感度

A-10SG TUBE

C-SP615

15W+15W ＠4Ω （12V 電源使⽤時）
⽅式
21W+21W ＠4Ω （14V 電源使⽤時）
230mV （15W @4Ω）
270mV （15W @4Ω）

ユニット

6cm フルレンジ
（超硬振動板 + デッドマス）

⼊⼒

AC100V 50/60Hz
( インレットコネクタ）

外形⼨法

幅 120mm× ⾼さ 96mｍ× 奥⾏ 270mm
（⾼さは脚含む , 奥⾏は突起部含まず）

質量

3.6kg/ 台

販売単位

1 台または２台 1 ペア
（販売形態により異なる為 , 注⽂時にご確認ください）

⾮磁性⾦メッキスクリュー⽅式
（バナナプラグ対応）

⾮磁性⾦メッキスクリュー⽅式
（バナナプラグ対応）
18mm 厚フィンランドバーチ合板

出⼒端⼦
外形⼨法

⼊⼒端⼦

80dB/2.83Vm
4Ω
15W（RMS）

オーディオ用直流電源

PS-12/14VR
▲C-SP615

3A（PS-12VR）
3A（PS-14VR）

出⼒

55Hz 〜 15kHz

アンバランス RCA 2 系統
（真鍮削り出し⾦メッキ端⼦）

DC12V
DC14V

フローティングマウントユニット搭載
バスレフ BOX

再⽣帯域
能率
2.1mm 標準 DC ジャック 3 系統 インピーダンス
電源端⼦
（L ch ×１，R CH ×１，TUBE×１） 耐⼊⼒
⼊⼒端⼦

PS-12/14VR

C-SP615

幅 250mm× ⾼さ 96mｍ× 奥⾏ 263mm エンクロージャー
（⾼さは脚含む , 奥⾏は突起部含まず）
外形⼨法 幅 160mm× ⾼さ 295mｍ× 奥⾏ 170mm

質量
質量
6kg
添付品 DC12V 3A AC アダプタ × 3 個 販売単位

3.1kg/ 台
2 台 1 ペア

オーディオ評論家 鈴⽊裕さんなどによる試聴レポートも掲載！
A-10SG TUBE についての詳細はグリーンファンディングのページにて！

Conclusion ブランドについて
英語で “ 結論 ” という意味を持つ Conclusion（コンクルージョン）は港北ネッ
トワークサービスのオーディオブランドです。Conclusion 製品では各界で活躍
した気鋭の技術者が⾃信の結論となるような妥協のない製品作りと、多くのノウ
ハウにより実現する圧倒的なコストパフォーマンスがコンセプト。メイドイン
ジャパン＆ハンドメイドで作る誰もが買えるハイエンド製品にご期待ください。

製造元 , お問い合わせ
【市ヶ尾事業所】 〒225-0024 横浜市⻘葉区市ケ尾町 1156-15-2F
電話 045-507-3091 FAX 045-507-3092 メール：info@k-ns.jp

▲A-10SG TUBE

本当にいいアンプは真空管か半導体かを問わない。
（A-10SG TUBE チーフエンジニア 萩原由久）

真空管だから暖かい音がする？

このアンプではそのような謳い方は致しません。

いいアンプとは入力された音楽信号をありのままに増幅し、スピーカーに送り出せるアンプを指し、
アンプは決して音に味付けをしてはいけないと思うのです。
真空管を直流 200V という本来の高電圧でドライブするこのアンプは、
「真空管をパワーアンプ回路への音の入り口に使うと大きな音楽信号でもそのまま入力できる」という
メリットを生かし、入力された音楽信号はそのまま真空管に流し、そこで増幅することなく、
アナログ半導体で構成されたパワーアンプ部へ音楽信号を受け渡しています。
これにより、真空管による音色の違いがより明確に反映されながらも、
エネルギッシュでハイスピードでありながらリアルな音楽再生を可能にしています。
●バランス段に挿入した音量調整ボリューム

●音濁りを排除する振動絶縁構造

アンプを構成する部品の中で最も⾼価なボリュームはアルプスのデテント式で 4 連タイプ。
真空管が⼤きなレベルの信号を扱えるということで、A-10SG TUBE では S/N の向上を
狙って、⼊⼒した⾳楽信号はダイレクトに真空管に⼊⼒されます。その後、後段の
バランス回路にて 4 連ボリュームで⾳量コントロールをしています。

超硬振動板が搭載されているスピーカーユニットは島
津知久によるハンドメイド。だからこそ実現する付帯
⾳が排除されたピュアサウンドのためには、エンクロー
ジャーに振動を伝えないように緩衝材を介してユニッ
トを固定するフローティングマウント構造が何よりも
重要です。また、⾼級家具に使われる厚さ 18 ミリの
バーチ合板で組まれた強固なエンクロージャーは内部
の⾳圧による共鳴がきわめて少なく、⾳濁りを防ぎま
す。更に、本機設置においても、設置台との振動絶縁
のためのスパイク取り付け⽳も装備されています。

●12AU7(ECC802) 真空管
真空管には 12AU7（ECC802）が使⽤可能。出荷時には⾳質に定評のある JJ Electronic 社（チェコ・スロ
バキア）のものを搭載しています。このタイプの真空管はギターアンプにも使われるもので、楽器店などでも気軽
に⼊⼿でき、⾼価なビンテージ品でも数千円と⽐較的安価に流通しています。本機ではドライバ１本で⼿軽に真空
管を変えて⾳の違いを楽しむことができます。

●ハイパークリーン電源回路
●デッドマス搭載
スピーカーユニットには、振動板を駆動する反⼒が⽣
じます。フローティングマウントされたユニットが反
⼒で揺れない様に、デッドマスと呼ばれる “ 重し ” で
これを吸収します。通常はユニットをエンクロージャー
に直接固定することで “ 重し ” の効果を期待するのに
対し、ユニットに直結されたデッドマスは極めて剛性
が⾼く、最⼩限の質量で⾼効率に反⼒を吸収します。

本機最⼤の特徴である新開発の真空管ドライブ⽤電源回路です。理想的な AC 電源の波形であるサイン波を 400Hz で内部で
⽣成し、この信号をパワーアンプ IC で増幅。それにより得られた AC 電圧を本機専⽤に開発したトランスで昇圧後、ブリッジ
整流することで、ノイズレスな DC200V を得ています。

このスピーカーは録音された現場を忠実に再現する装置。
（C-SP615 スピーカーユニット開発者
開発者 島津知久）

●A-10SG シリーズについて
80 年代、NEC から発売されたプリメインアンプ
A-10 というアンプがありました。電機⼤⼿メー
カーがこぞってオーディオ製品を投⼊していた時
代に後発となった NEC は業界に爆弾を落として
やるという思いを込めて爆撃機 A-10 にちなんだ
シリーズ名を冠しました。そうしてリリースされ
たアンプは投⼊した物量に⾒合わない価格設定で
実際に衝撃を与え、そのサウンドは後に銘機と⾔
われるようになりました。当社の A-10SG シリー
ズは実際に A-10 を開発していた萩原をチーフエ
ンジニアに据えて開発したもので、ネコパブリッ
シング社の雑誌「ステレオ時代」との連動企画に
より商品化したものです。

高音の響きが素晴らしい、メリハリのある低音がするといった、スピーカーをあたかも楽器のように扱う風潮があります。
本来、スピーカーの役割にはアーティストの紡ぐ音や想いをできる限り損なわずに忠実に再現することが期待されるべきです。
スピーカーは楽器のように振る舞って勝手な響きや演出を付け加えるのではなく、
その録音音源を鮮度そのままに忠実に再現できる装置でなければならないのです。
アンプと同じ視点で開発されたこのスピーカーは、
忠実なアンプでドライブすることで、楽曲が収録された録音現場を忠実に再現します。
オーケストラの楽曲ではホールの広がりを、ボーカルの楽曲では目の前で歌唱しているようなリアルな仮想現実を
感じられます。
ステレオフォニック本来の豊かな立体音響の世界をいま改めてご体感ください。

