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NEW ERA ― 新たな時代への道標となる

2500NEシリーズは、「Beyond the Best」のコンセプトの下に、デノンが「2000 / 1650シリーズ」において20年間に渡り磨き上げてきた

パフォーマンスを遥かに超え、これまで到達することのできなかった水準のクオリティを実現することを目標に開発されました。

また同時に、既存のCD / スーパーオーディオCDと急激に拡大するファイル / ストリーミングオーディオの双方のクオリティを最大限に

引き出すために、ディスク再生に特化したプレーヤーとデジタル入力を備えたアンプというシステム構成へと生まれ変わりました。

ソースが多様化する新しいオーディオ時代へのデノンからの回答、それが2500NEシリーズです。

その2500NEシリーズの登場から3年あまりの時を経て、デノンのHi-Fiコンポーネントはエントリーモデルに至るまで、上位モデルから

回路設計技術や高音質パーツ、そして新しいデノンのサウンド・フィロソフィー「Vivid & Spacious」を受け継いだNE（New Era）シリーズ

へと置き換えられました。

New Era ーー 新たな時代への道標となるNEシリーズの劇的な進化をぜひご体感ください。
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1972年デノンは世界に先駆け PCM録音実用機を開発。

ノイズ、ワウ・フラッター、周波数特性など多くの間題が

このデジタル化によって解決されました。しかしコンパク

トディスクの音は、収録時の 44.1kHzサンプリングによ

る fs/2以上の帯域カットと16ビット量子化によって LSB

以下の微細な音は失われています。デノンは、このデジ

タルオーディオに残された課題「量子化により発生する歪

みの低減」に挑み 16ビットデータを 20ビットクオリティで 

再現する“ALPHA（Adaptive Line Pattern Harmonized  

Algorithm）プロセッシング”を開発、世界のリスナーに愛用 

されてきました。現在では拡張ビット数も 32と進化を遂げ

ています。さらに高速信号処理技術によって、時間軸方向

の情報量拡大を図った Advanced ALPHA Processingを

開発。CDのフォーマットを超える情報を補間し、さらになめ

らかに、自然な音の再現に努めています。

アンプにおいて繊細な表現を可能にするには、シンプルな構

成が理想です。シンプルな回路で大出力を得るには桁外れ

の大電流をあつかえる素子が必要です。デノンではPOA-S1

の開発以来アンプの増幅素子として大電流増幅素子UHC-

MOSを採用、シングルプッシュプルによる大出力アンプという

理想の回路構成を採用しています。UHC-MOSはバイポーラ

トランジスタと同等以上の増幅率を有し、一般のMOS-FET

の35個分、バイポーラトランジスタの3個分の電流リニアリティ

を1個の素子で可能にしています。MOS-FETの持つ繊細な

音質再現能力も合わせ持ち、消え入るようなヴァイオリンのソ

ロから天地を揺るがすフルオーケストラの大音響まで余すこと

なく描ききります。

※写真は撮影用にセットを開封いたしました。安全のため機器は開封されないようお願いいたします。

大電流型増幅素子UHC-MOSによる理想的な回路

Denon Core Technologies

ALPHA Processing

1kHz、-90dBのサイン波再生波形（CD再生）

（a）従来システム （b） AL32プロセッサー

増幅素子の特性比較

UHC-MOS FET
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Advanced UHC-MOS
シングルプッシュプル回路
「繊細さと力強さ」を高い次元で両立するために、出力段に

は微小領域から大電流領域までのリニアリティに優れ、大電

流を流すことができるUHC-MOS FET（ピーク電流210A）

によるシングルプッシュプル回路を採用。多数の素子を並列

駆動する手法において問題となる素子の性能のバラツキに

よる音の濁りを解決し、楽音の繊細な表情までを描ききる表

現力を実現するために、デノンは1ペアという最小単位の素

子による増幅にこだわり続けてきました。

ハイゲインアンプ・コンストラクション
増幅回路を従来のフラットアンプ＋パワーアンプの2段構成

からハイゲインパワーアンプによる1段構成に変更。音声信

号が通過する素子の数を減らし、信号経路を限りなく短くす

ることにより、純度の高いサウンドを実現しました。さらに、

パワーアンプ出力段の保護回路を刷新。電流リミッターを取

り除き、パワートランジスタの温度変化をリアルタイムでモニ

ターする方式に変更しました。加えてドライバー段のトランジ

スタの電流容量も1.5Aから2Aに強化。その結果、アンプの

瞬時電流供給能力は従来の2倍以上（110 A）となり、スピー

カー駆動力の飛躍的な向上（ダンピングファクター : 700以

上 20Hz - 20kHz）を実現しました。

DCアンプ回路
回路のシンプル＆ストレート化を徹底するために、入力から

出力に至るまで、アクティブサーボ回路とカップリングコン

デンサーを完全に排除しました。DC安定度の高いアンプ回

路を実現するため、DCサーボ回路にはコンデンサーと抵抗

によるシンプルなパッシブ回路を用いています。また、Dual 

FET＋カスコードブートストラップ接続によるFET差動入力ア

ンプ回路を見直すことでDC特性を改善し、従来モデルより

も安定した低域再生を実現しました。

高速熱帰還回路
PMA-2500NEでは、パワーアンプのUHC-MOS、温度補償

トランジスタに加え、新たにパワーアンプのドライバー段のト

ランジスタもラジエータ(銅プレート)に熱結合しました。アイド

リング電流に関わる全ての素子が熱結合される為、アイドリ

ング電流の安定度が増し、ぶれない安定した音を実現するこ

とができました。 

DSD 11.2 MHz、PCM 384 kHz / 32bit対応
USB-DAC 
新たにU S B - D A C機能を搭載。A d v a n c e d  A L 3 2 

Processing PlusやDACマスター・クロック・デザイン、デジ

タルアイソレーターなど、独自の高音質化技術も採用してい

ます。DSDの伝送方式はASIOドライバーによるネイティブ再

生とDoP（DSD over PCM Frames）に対応。また、PCの

クロックを使用せず、PMA-2500NEのマスタークロックで制

御を行うアシンクロナス転送により、ジッターフリーを実現し

ています。D/AコンバーターにはDCD-2500NEと同じ384 

kHz / 32 bit対応DAC採用し、高品位なサウンドを実現して

います。

アナログモード
アナログ音声再生時には、デジタル専用電源トランスへの給

電を断つことによりデジタル入力回路の動作を完全に停止

させる「アナログモード」で動作させることができます。さらに

FLディスプレイの表示も消灯し、純粋なアナログアンプとし

て動作させることができます。
※ アナログモードに設定中は、USB-B、同軸デジタル、光デジタル入力
は使用できません。

その他の特長
 ■ L.C.マウント・ツイン・トランス
 ■カスタム大容量電解コンデンサー
 ■ 6ブロック構成シャーシ
 ■ダイレクト・メカニカル・グラウンド・コンストラクション
 ■MM / MC対応フォノイコライザー
 ■ 27型アナログ式ボリューム
 ■真鍮削り出し金メッキ入力端子（CD / PHONO）
 ■エクスターナル・プリアンプ入力端子
 ■録音出力端子

 ■左右音量バランス調整機能
 ■トーンコントロール
 ■オートスタンバイモード（出荷時OFF）
 ■CDプレーヤーの操作もできるアルミトップリモコン

ハイエンド機の「シンプル&ストレート」設計思想を受け継ぎ
生まれ変わったハイレゾ対応USB-DAC搭載プリメインアンプ

希望小売価格230,000円（税抜価格）
JANコード：49-51035-05785-8（SP）プレミアムシルバー 

大容量ブロックコンデンサー

USB-DAC基板

パワーアンプブロック

L.C.マウント・ツイン・トランス

Integrated Amplifier
PMA-2500NE
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メカニズム、デジタル回路、アナログ回路のすべてを刷新
ディスク再生能力を極限まで引き上げたSACD/CDプレーヤー

Advanced AL32 Processing Plus
ハイレゾ音源にも対応する、デノン独自のデータ補間アル

ゴリズムによるアナログ波形再現技術の最新バージョン

「Advanced AL32 Processing Plus」を搭載。進化した

独自のアルゴリズムによって補間ポイントの前後に存在する

多数のデータからあるべき点を導き出し、限りなく原音に近

い理想的な補間処理を行います。デジタル録音時に失われ

たデータを精巧に復元することで、歪みのない繊細な描写、

正確な音の定位、豊かな低域、原音に忠実な再生を実現し

ています。

DACマスター・クロック・デザイン
DACをマスターとしてクロック供給を行い、デジタル回路

を正確に同期させるDACマスター・クロック・デザインを採

用。周波数の変位である位相雑音を大幅に低減したクロッ

ク発振器を搭載しています。また、クロックの性能を余すこ

となく引き出すために、電源回路を大幅に改善。高周波イン

ピーダンス特性に優れたデノンカスタムの音質用導電性高

分子コンデンサーや超小型フィルムコンデンサを配置するこ

とで、これまでにないクリアで澄み渡る空間表現やS/Nの

向上を実現しました。さらに入力信号の周波数（44.1kHz / 

48kHz）に合わせて2個のクロック発振器を切り替えること

でジッターを極小化しています。

オリジナル・ドライブ・メカニズム
DCD-SX11と同一のAdvanced S.V.H. Mechanismを搭

載。ピックアップの制御とデコードを担う回路を最短、最小化

することにより余分な電流やノイズを発生させない設計を行

いました。ステンレスと銅板を組み合わせて剛性を強化した

トップパネル、アルミダイカストトレイ、2mm厚のスチールメ

カブラケットなど、メカニズムの各パーツを異なる素材で構

成。高質量による制振性の向上と共振点の分散化によって、

高いレベルの制振性を実現。不要振動を排除することにより

サーボ系の動作を最小限にとどめ、無駄な制御や電流の消

費を抑えることで高精度かつ安定したデジタル信号の読み

出しを可能にしています。

ダイレクト・メカニカル・グラウンド・
コンストラクション
電源トランスをフットの間近に配置することで、振動を直接グ

ラウンドへと逃がし、周辺回路への不要な振動の伝搬を防止

しています。また、もっとも大きな質量を持つパーツであるド

ライブ・メカニズムをシャーシ中央の低い位置に配置すること

で低重心化を図り、ディスクの回転による内部的な振動や外

部から受ける振動にも強い構造を実現。さらに、1.2mm厚の

メインシャーシに1.6mm厚スチールプレートを2枚追加した

3層構造とすることで、圧倒的なシャーシ剛性と十分な質量

を持たせ、外部からの振動エネルギーを遮断しています。

アナログオーディオ回路専用電源
D/A変換回路以降のアナログオーディオ回路の電源部には、

新開発のデノン・オリジナル大容量（3300μF）ブロックコンデ

ンサーを採用。さらに、DCD-SX1やDCD-SX11にも搭載し

た高音質電解コンデンサーや高音質ポニフェニレンスルファ

イドフィルムコンデンサーなど、試聴と試作を繰り返しながら

パーツメーカーと共同開発したカスタムパーツを用いること

により、クリーンかつ強力で安定した電源供給を実現。エネ

ルギー感と緻密さを高次元で両立しています。

その他の特長
 ■ミニマム・シグナル・パス回路
 ■デジタル・アナログ独立電源トランス
 ■BMC製フット
 ■真鍮削り出し金メッキ出力端子

 ■同軸＆光デジタル出力（PCM 44.1kHz ～ 192 kHz）

 ■DSDデータディスク再生対応
 ■  スーパーオーディオCDのマルチチャンネルレイヤーの 

ステレオダウンミックス再生
 ■ピュアダイレクトモード
 ■プログラム / リピート / ランダム再生
 ■ 4段階のディスプレイディマー
 ■タイマープレイ対応（※外部タイマーが必要です）
 ■オートスタンバイモード（出荷時OFF）
 ■アンプの操作もできるアルミトップリモコン

希望小売価格180,000円（税抜価格）
JANコード：49-51035-05697-4（SP）プレミアムシルバー Super Audio CD Player

DCD-2500NE
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Advanced UHC-MOS
シングルプッシュプル回路
「繊細さと力強さ」を高い次元で両立するために、出力段

には微小領域から大電流領域までのリニアリティに優れ、大

電流を流すことができるUHC-MOS( UltraHigh Current 

MOS ) FETをシングルプッシュプルで用いるシンプルな回

路を採用しています。多数の素子を並列駆動して大電流を

得る手法において問題となる素子の性能のバラツキによる

音の濁りを解決し、楽音の繊細な表情までを描ききる表現力

を実現するために、デノンは1ペアという最小単位の素子に

よる増幅にこだわり続けています。

ハイゲインアンプ・コンストラクション
増幅回路にはPMA-2500NEと同様にハイゲインパワーアン

プによる1段構成を採用。音声信号が通過する素子の数を減

らし、信号経路を限りなく短くすることにより、純度の高いサ

ウンドを実現しました。

DSD 11.2 MHz、
PCM 384 kHz / 32bit対応USB-DAC 
新たにDSD 11.2 MHzおよびPCM 384 kHz /32 bitの

入力信号に対応するUSB-DAC機能を搭載しました。DSD

の伝送方式はASIOドライバーによるネイティブ再生とDoP 

(DSD over PCM Frames)に対応。また、PC側のジッター

を多く含んだクロックを使用せず、PMA-1600NEの超低位

相雑音クロック発信器によって生成されるマスタークロック

で制御を行うアシンクロナスモードにも対応しています。D/A

コンバーターにはDCD-1600NEと同じ384 kHz / 32 bit対

応DAC採用し、高品位なサウンドを実現しています。

デジタルアイソレーター
USB接続されたPCから流入する高周波ノイズおよび、

PMA-1600NEのデジタル回路から発生する高周波ノイズに

よる音質への悪影響を排除するために、高速デジタルアイソ

レーターを搭載。ICチップ上に組み込まれたトランス・コイル

を介して磁気によりデータ転送を行うため、入力側と出力側

は電気的に絶縁された状態になります。デジタルオーディオ

回路とD/Aコンバーター間の信号ラインを絶縁することで、

D/Aコンバーター以降のアナログオーディオ回路への高周波

ノイズの影響を排除しています。

アナログモード
アナログ音声再生時には、デジタル入力回路への給電を断

つことによりデジタル入力回路の動作を完全に停止させた

「アナログモード」で動作させることができます。さらにFL

ディスプレイの表示も消灯し、純粋なアナログアンプとして

動作させることができます。
※アナログモードに設定中は、USB-B、同軸デジタル、光デジタル入力
は使用できません。

トランスのコアサイズと容量をアップし、
安定度を増した強力な電源回路
トランスを大型化し、コアサイズと容量を大幅にアップするこ

とにより、電源供給の安定度を高めました。USB-DAC使用

時にも余裕を持った電源供給が行えます。また、デジタル入

力回路への電源供給を停止する「アナログモード」時にはこ

の余裕が音質アップに大きく貢献します。

振動を抑制するリブ入り高密度フット
電源トランスやヒートシンク、シャーシの大きな重量を支える

フットには、高密度で高剛性なリブ入りフットを採用。防振効

果をさらに高めるとともに、入念な音質チューニングも施して

います。

その他の特長
 ■  PCM 384 kHz / 32 bit 入力対応

   「Advanced AL32 Processing Plus」
■ DACマスタークロックデザイン

 ■  L.C.マウント・ツイン・トランス
 ■  ミニマム・シグナル・パス回路
 ■  ダイレクト・メカニカル・グラウンド・コンストラクション
 ■  6ブロック構成シャーシ
 ■  MM / MC対応フォノイコライザー
 ■  金メッキ入力端子

■ 金メッキスピーカー端子
 ■  録音出力端子
 ■  左右音量バランス調整機能
 ■  トーンコントロール
 ■  オートスタンバイモード（出荷時OFF）
 ■  CDプレーヤーの操作もできるリモコン

パワーアンプブロック USB-DAC基板

高密度フットL.C.マウント・ツイン・トランス

DSD/ハイレゾ対応
USB-DAC搭載プリメインアンプ

希望小売価格150,000円（税抜価格）
JANコード：49-51035-05867-1（SP）プレミアムシルバーIntegrated Amplifier

PMA-1600NE
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「Advanced AL32 Processing Plus」
ハイレゾ音源にも対応する、デノン独自のデータ補間アル

ゴリズムによるアナログ波形再現技術の最新バージョン

「Advanced AL32 Processing Plus」を搭載。進化した

独自のアルゴリズムによって補間ポイントの前後に存在する

多数のデータからあるべき点を導き出し、限りなく原音に近

い理想的な補間処理を行います。デジタル録音時に失われ

たデータを精巧に復元することで、歪みのない繊細な描写、 

正確な音の定位、豊かな低域、原音に忠実な再生を実現して

います。

DACマスタークロックデザイン
DACをマスターとしてクロック供給を行い、デジタル回路を

正確に同期させるDACマスタークロックデザインを採用。 

クロック発振器をD/Aコンバーターの直近に配置することで

余分なジッターの発生を抑え、高精度なD/A変換を実現して

います。また、クロック発振器は周波数（44.1kHz / 48kHz）

別に2つ搭載し、音源のサンプリング周波数に合わせて切り

替えることでジッターを極小化しています。さらに、クロック電

源回路も大幅に改善。クロック電源の根元には、高周波イン

ピーダンス特性に優れた音質用導電性高分子コンデンサー

を配置し、クロックの近傍には超小型フィルムコンデンサを配

置することで、クラスを超えたクリアで澄み渡る空間表現や

S/Nの向上を実現しました。これらのクロック回路の構成や

使用パーツグレードはDCD-2500NEと同等のものであり、

DCD-1500REから飛躍的なグレードアップを果たしました。

オリジナル・ドライブ・メカニズム
「Advanced S.V.H. Mechanism」
ディスクドライブには、最新世代のAdvanced S.V.H. 

Mechanismを搭載。ピックアップの制御とデコードを担う回

路を最短、最小化することにより余分な電流やノイズの発生

を抑制。トレイには共振を防止するためにザイロン素材を採用

しています。また、メカを低重心化することでディスクの回転

により内部から生じる振動を低減させることはもちろん、外部

からの振動にも強い構造としています。不要振動を排除する

ことによりサーボ系の動作を最小限にとどめ、無駄な制御や

電流の消費を抑えることで高精度かつ安定したデジタル信

号の読み出しを可能にしています。

SX1グレードのデノン専用
カスタムコンデンサー
D/A変換回路以降のアナログオーディオ回路の電源部には、

新開発のデノン・オリジナル大容量（3300μF）ブロックコンデ

ンサーを採用。DCD-SX1に採用されたパーツをベースとし

て、試作と試聴を繰り返してDCD-1600NEに最適なパーツ

を新規開発しました。その他のオーディオ回路で用いられて

いるコンデンサーについてもこれまでにデノンが開発してき

たカスタムパーツに加えて、サウンドマネージャーがスリーブ

の印刷や色にまでこだわりぬいて音質を磨き上げたスペシャ

ルパーツが採用されています。

振動を抑制するリブ入り高密度フット
堅牢なドライブ・メカニズムや電源トランス、シャーシの大きな

重量を支えるフットには、高密度で高剛性なリブ入りフットを

採用。プリメインアンプにも使用されているフットによって防

振効果をさらに高めるとともに、入念な音質チューニングも施

しています。

その他の特長
■ DSDデータディスク再生対応
■ スーパーオーディオCDのマルチチャンネルレイヤーの
　ステレオダウンミックス再生
■ ミニマム・シグナル・パス回路
■ ダイレクト・メカニカル・グラウンド・コンストラクション
■ 金メッキ出力端子
■ 同軸＆光デジタル出力（PCM 44.1kHz ～ 192 kHz）
■ ピュアダイレクトモード
■ プログラム / リピート / ランダム再生
■ 4段階のディスプレイディマー
■ タイマープレイ対応（※外部タイマーが必要です）
■ オートスタンバイモード（出荷時OFF）
■ アンプの操作もできるリモコン

Advanced S.V.H. Mechanism D/Aコンバーター＆デュアル・クロック

新開発高音質コンデンサーアナログ電源用ブロックコンデンサー

DCD-2500NE直系のディスク再生専用
スーパーオーディオCDプレーヤー

希望小売価格120,000円（税抜価格）
JANコード：49-51035-05863-3（SP）プレミアムシルバー Super Audio CD Player

DCD-1600NE
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Advanced HCシングルプッシュプル回路
デノンのオーディオアンプ設計におけるもっとも重要なテー

マである「繊細さと力強さの両立」を実現するために、一

般的なトランジスタの3倍のピーク電流供給能力を持つHC

（High Current）トランジスタをシングルプッシュプルで用

いるシンプルな回路を採用しています。多数の素子を並列

駆動して大電流を得る手法において問題となる素子の性能

のバラツキによる音の濁りを解決し、楽音の表情までも繊細

に描き出す表現力を実現するために、デノンは1ペアという

最小単位の素子による増幅にこだわり続けています。さら

に音質への影響の大きい入力カップリングコンデンサを用

いないシンプル＆ストレートな回路構成により、鮮度の高い

再生を実現しています。

ハイゲインアンプ構成
増幅回路にはPMA-2500NE、PMA-1600NEと同様にプリ

アンプでの増幅を行わず、1段構成のハイゲインパワーアンプ

のみで増幅を行うハイゲインアンプ構成を採用。音声信号が

通過する回路と素子の数を減らし、信号経路を限りなく短

く、かつ高品位に構成することにより、純度の高いサウンド

を実現しています。

アナログ式ボリューム 
ボリュームにはオーディオグレードのモーター式ボリュームを

採用。デノンがこだわり続けるアナログ式ボリュームは入力

バッファ回路が不要であるため、電子ボリュームに比べてシ

ンプルな回路構成が実現でき、音声信号の鮮度の低下や色

付けを避けられるというメリットがあります。

PCM 192 kHz / 24 bit対応デジタル入力 
新たにPCM 192 kHz / 24 bitの入力信号に対応するデジ

タル入力を搭載しました。入力端子は光デジタルを3系統、

同軸デジタルを1系統装備しています。デジタル入力基板は

シールドケースに封入し、デジタルオーディオ回路からの輻

射ノイズによる音質への悪影響を抑えています。

アナログモード
PhonoやCDなどのアナログ信号の入力時には、デジタル

入力回路への給電を断つことによりデジタル入力回路を

完全に停止させた「アナログモード」で動作させることが

できます。音質に影響を及ぼす高周波ノイズの発生を抑え

ることにより、ディテールまで情報量が豊かで澄み切った

サウンドを実現します。
※アナログモードに設定中は、同軸デジタル、光デジタル入力は使用で
きません。

新開発のブロックコンデンサーを採用した
強力な電源回路路
HCシングルプッシュプル回路の能力を最大限に引き出すた

め、電源回路には大型のEIコアトランスとPMA-800NE専用

に新たに開発されたカスタム仕様の大容量（8,200μF）のブ

ロック電解コンデンサー、および大容量整流ダイオードを採

用。クラスを超えた重厚さとタイトさを兼ね備えた低音再生

を余裕の電源供給能力で支えています。

SX1の技術を汲むデノン専用
カスタムコンデンサー
アナログオーディオ回路には、エントリーグレードながら、

PMA-2500NEやPMA-1600NEなど上位モデルでも使用

されているSX1の技術を汲む高音質パーツを多数投入。こ

れまでにデノンが開発してきたカスタムパーツに加えて、サ

ウンドマネージャーがスリーブの印刷や色にまでこだわりぬ

いて音質を磨き上げたスペシャルパーツを採用することによ

り、生命感溢れる躍動的なサウンドと見通しの良い空間表現

力を獲得しました。

MM / MC対応フォノイコライザー
新たにMM型/MC型カートリッジの両方に対応するフォノ

イコライザーを搭載しました。PMA-800NEでは、PMA-

2500NE、PMA-1600NEと同様の回路構成を採用。初段

にデュアルFETを3パラレルで使用し、低ノイズ型のデュアル

OPアンプとあわせ、繊細なフォノ入力信号を高S/N比を保っ

て増幅します。

その他の特長
 ■  ミニマム・シグナル・パス回路
 ■  ダイレクト・メカニカル・グラウンド・コンストラクション 
 ■  14%厚みを増したトップカバー
 ■  振動を抑制するリブ入り高密度フット
 ■  金メッキ入力端子
 ■  金メッキスピーカー端子
 ■  録音出力端子
 ■  左右音量バランス調整機能

■ トーンコントロール
 ■  オートスタンバイモード（出荷時OFF）
 ■  CDプレーヤー、ネットワークプレーヤーの
　操作もできるリモコン

パワーアンプブロック デジタル入力 基板

高密度フットフォノイコライザー 基板

デジタル入力を搭載し、サウンドクオリティをさらに磨き上げた
ハイパフォーマンス プリメインアンプ

希望小売価格70,000円（税抜価格）
JANコード：49-51035-06567-9（SP）プレミアムシルバーIntegrated Amplifier

PMA-800NE
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「Advanced AL32 Processing Plus」
ハイレゾ音源にも対応した、デノン独自のアナログ波形再

現技術の最新バージョン「Advanced AL32 Processing 

Plus」を搭載。CD再生の場合、44.1 kHz / 16 bitのデータ

を705.6 kHz / 32 bitへとアップサンプリング＆ビット拡張処

理を行います。進化した独自のアルゴリズムによって前後の

データの離散値からあるべき点を導き出し、本来のアナログ

波形を再現する理想的な補間処理を行います。デジタル録音

時に失われたデータを高い精度で復元することで、歪みのな

い繊細な描写、正確な音の定位、豊かな低域など原音に忠

実な再生を実現しています。

DSD 5.6 MHz対応D/Aコンバーター
「PCM1795」搭載
デノンのエントリーCDプレーヤーとしては初めて、上位

モデルに採用されているものと同じDSD 5.6 MHz、192 

kHz/32 bit対応D/Aコンバーターを採用し、高精度なデジタ

ル/アナログ変換を実現しました。DACに内蔵されているデジ

タルフィルターは使用せず、Advanced AL32 Processing 

Plusによってデジタルフィルター処理を行うことで、原音をあ

りのままに再現します。

DACマスター・クロック・デザイン
DACをマスター、FPGAやDSPなどのデバイスをスレーブと

して動作させ、DACの正確な動作とデジタル回路全体の高

精度な同期を実現するDACマスター・クロック・デザインを採

用。クロック発振器をD/Aコンバーターの直近に配置すること

でジッターの発生を抑え、高精度なD/A変換を実現していま

す。また、デジタルオーディオ回路の性能を最大限に発揮させ

るためには、半導体動作の基準となるクロックの品質が極め

て重要になります。そのために周波数の変位である位相雑音

を大幅に低減したクロック発振器を搭載しています。さらに

周波数（44.1kHz / 48kHz）別に2個のクロック発振器を搭

載し、入力信号のサンプリング周波数に合わせて切り替える

ことでジッターを極小化しています。

SX1の技術を汲む
デノン専用カスタムコンデンサー
D/A変換回路以降のアナログオーディオ回路の電源部には、

デノン・オリジナルの大容量（3300μF）ブロックコンデンサー

を採用。さらにエントリーグレードながら、DCD-2500NEや

DCD-1600NEなど上位モデルでも使用されているSX1の技

術を汲む高音質パーツを多数投入。これまでにデノンが開発

してきたカスタムパーツに加えて、サウンドマネージャーがス

リーブの印刷や色にまでこだわりぬいて音質を磨き上げたス

ペシャルパーツが採用されています。

振動を抑制するリブ入り高密度フット
ドライブ・メカニズムや電源トランス、シャーシの大きな重量

を支えるフットには、高密度かつ高剛性なリブ入りフットを

採用。DCD-1600NEなどの上位モデルにも使用されている

フットによって防振効果をさらに高めています。

DSD＆ハイレゾファイル再生対応
フロントUSB端子
USBメモリーに記録されたDSD（2.8 MHz / 5.6 MHz）ファ

イル、および最大192 kHz / 24 bitまでのハイレゾ音源など

の音楽ファイルの再生に対応しています。

その他の特長
■ ミニマム・シグナル・パス回路

■ ダイレクト・メカニカル・グラウンド・コンストラクション

■ 14%厚みを増したトップカバー

■ 金メッキ出力端子

■ MP3、WMAデータディスク（CD-R / CD-RW）再生対応

■ 同軸＆光デジタル出力（PCM 44.1kHz ～ 192 kHz）

■ ピュアダイレクトモード

■ プログラム / リピート / ランダム再生

■ 4段階のディスプレイディマー

■ タイマープレイ対応
   （※外部タイマーが必要です）

■ オートスタンバイモード（出荷時OFF）

■ アンプの操作もできるリモコン

D/Aコンバーター「PCM1795」 アナログオーディオ回路

高音質カスタムコンデンサー 高密度フット

エントリーグレードの枠を超えた
新時代のハイパフォーマンスCDプレーヤー

希望小売価格 60,000円（税抜価格）
JANコード：49-51035-06570-9（SP）プレミアムシルバー CD Player

DCD-800NE

USBメモリー対応フォーマット表

フォーマット サンプリング周波数 ビットレート ビット長 拡張子

MP3 32 / 44.1 / 48 kHz 48 ～ 320 kbps ― .mp3

WMA 32 / 44.1 / 48 kHz 48 ～ 320 kbps ― .wma

AAC 32 / 44.1 / 48 kHz 16 ～ 320 kbps ― .m4a / .aac 

WAV 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz ― 16 / 24 bit .wav

FLAC 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz ― 16 / 24 bit .flac

ALAC 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz ― 16 / 24 bit .m4a

AIFF 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz ― 16 / 24 bit .aif / .aiff

DSD※ 2.8 / 5.6 MHz ― 1 bit .dff / .dsf

※DSD信号の再生中はデジタル音声出力を停止します。
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Bluetooth ＆ デジタル入力搭載
NEシリーズの高音質技術を受け継ぐエントリー・プリメインアンプ

希望小売価格 59,000円（税抜価格）
JANコード：  49-51035-07097-0（SP）プレミアムシルバー Integrated Amplifier

PMA-600NE

Advanced HCシングルプッシュプル回路
デノンのオーディオアンプ設計におけるもっとも重要なテー

マである「繊細さと力強さの両立」を実現するために、 

一般的なトランジスタの3倍のピーク電流供給能力を持つHC

（High Current）トランジスタをシングルプッシュプルで用

いるシンプルな回路を採用しています。多数の素子を並列駆

動して大電流を得る手法において問題となる素子の性能の

バラツキによる音の濁りを解決し、楽音の表情までも繊細に

描き出す表現力を実現するために、デノンは1ペアという最

小単位の素子による増幅にこだわり続けています。さらに音

質への影響の大きい入力カップリングコンデンサを用いない

シンプル＆ストレートな回路構成により、鮮度の高い再生を

実現しています。

 ハイゲインアンプ構成
増幅回路にはPMA-2500NE、PMA-1600NE、PMA-

800NEと同様にプリアンプでの増幅を行わず、1段構成のハ

イゲインパワーアンプのみで増幅を行うハイゲインアンプ構

成を採用。音声信号が通過する回路と素子の数を減らし、信

号経路を限りなく短く、かつ高品位に構成することにより、純

度の高いサウンドを実現しています。

 アナログ式ボリューム
ボリュームにはオーディオグレードのモーター式ボリュームを

採用。デノンがこだわり続けるアナログ式ボリュームは入力

バッファ回路が不要であるため、電子ボリュームに比べてシ

ンプルな回路構成が実現でき、音声信号の鮮度の低下や色

付けを避けられるというメリットがあります。。

Bluetooth機能搭載
スマートフォンやタブレット端末、PCなどからワイヤレスで音楽

が楽しめるBluetooth機能を搭載。標準オーディオコーデックの

SBCに加え、より高音質なAACにも対応しています。最大8台の

機器とペアリングできるため、お持ちの機器スマートフォンやPC

を一度登録すれば、再生のたびにペアリングしなおす必要はあり

ません。

PCM 192 kHz / 24 bit対応デジタル入力
新たに PCM 192 kHz / 24 bitの入力信号に対応するデジ

タル入力を搭載しました。入力端子は光デジタルを2系統、

同軸デジタルを1系統装備しています。デジタル入力基板

はシールドケースに封入し、デジタルオーディオ回路からの

輻射ノイズによる音質への悪影響を抑えています。また、ノ

イズがグラウンドを介してアナログオーディオ信号に影響を

与えることのないように入念にグラウンドの設計を行ってい

ます。

アナログモード
PhonoやCDなどのアナログ信号の入力時には、デジタル入

力回路への給電を断つことによりデジタル入力回路を完全に

停止させた「アナログモード」で動作させることができます。

音質に影響を及ぼす高周波ノイズの発生を抑えることによ

り、ディテールまで情報量が豊かで澄み切ったサウンドを実現

します。
※ アナログモードに設定中は、同軸デジタル、光デジタル入力、

Bluetooth機能は使用できません。

MM対応フォノイコライザー
 MM型カートリッジに対応するフォノイコライザーを搭載。

PMA-600NEではフォノイコライザー回路上のコンデンサー

を一新し、オーディオグレードのフィルムコンデンサーを全面

的に採用。繊細なフォノ入力信号の純度を損なうことなく増

幅します。

 ハイグレードパーツを奢った強力な電源回路
HCシングルプッシュプル回路の能力を最大限に引き出すた

め、電源回路には大型の EIコアトランスとPMA-800NEに

も使用されているデノンカスタム仕様の大容量（8,200μF）

のブロック電解コンデンサー、および大容量ショットキーバリ

アダイオードを採用。クラスを超えた重厚さとタイトさを兼ね

備えた低音再生を余裕の電源供給能力で支えています。

 SX1の技術を汲む高音質パーツ
アナログオーディオ回路には、PMA-2500NEや PMA-

1600NEなど NEシリーズの上位モデルでも使用されて

いる SX1の技術を汲む高音質パーツを投入しました。 

サウンドマネージャーによる厳密なリスニングテストを繰り返

して開発されたされたカスタムパーツも多数用いられていま

す。使用される高音質パーツの品種、個数は PMA-390RE

に対して大幅に増加し、生命感溢れる躍動的なサウンドと見

通しの良い空間表現力に貢献しています。

その他の特長
 ■  ミニマム・シグナル・パス回路
 ■  ダイレクト・メカニカル・グラウンド・コンストラクション 
 ■  振動を抑制するリブ入り高密度フット
 ■  金メッキ入力端子
 ■  金メッキスピーカー端子
 ■  サブウーハープリアウト
 ■  録音出力端子
 ■  左右音量バランス調整機能

■ トーンコントロール
 ■  オートスタンバイモード（出荷時OFF）
 ■  CDプレーヤーの操作もできるリモコン

パワーアンプブロック MM対応フォノイコライザー

高密度フット大型 EIコアトランス
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NEシリーズの高音質技術を受け継ぐ
エントリーCDプレーヤー

希望小売価格 53,000円（税抜価格）
JANコード：49-51035-07101-4（SP）プレミアムシルバー

CD Player

デノン独自のアナログ波形再現技術
「AL32 Processing」
デノン独自のアナログ波形再現技術「AL32 Processing」

を搭載。AL32 Processingは、CDに記録されている16 bit

のデータを元に32 bitへのビット拡張処理を行います。独自

のアルゴリズムによって前後のデータの離散値からあるべき

点を導き出し、デジタルデータに変換される前のアナログ波

形を再現します。デジタル録音時に失われてしまった波形本

来の姿を高精度に復元することで、微小信号の再現性を高

め、歪みのない繊細な描写、正確な音の定位、豊かな低域な

ど原音に忠実な再生を実現しています。

192ｋHz / 32 bit対応D/Aコンバーター搭載
AL32 Processingによって32bit化されたデジタル信号を 

アナログ音声信号に変換するために192 kHz/32 bit対応の

D/Aコンバーターを搭載。高精度なデジタル/アナログ変換を

実現しています。

SX1の技術を汲むデノン専用
カスタムコンデンサー
アナログオーディオ回路の電源部には、デノン・オリジナル

の大容量（3300μF）ブロックコンデンサーを採用。さらに、

D/A変換回路以降のアナログオーディオ回路には、DCD-

2500NEやDCD-1600NEなどNEシリーズの上位モデルで

も使用されているSX1の技術を汲む高音質パーツを投入し

ました。サウンドマネージャーによる厳密なリスニングテスト

を繰り返して開発されたされたカスタムパーツも多数用いら

れています。使用される高音質パーツの品種、個数はDCD-

755REに対して大幅に増加し、生命感溢れる躍動的なサウ

ンドと見通しの良い空間表現力に貢献しています。

二次巻線から完全分離された
アナログ系 / デジタル系電源回路
デジタルオーディオ系の電源回路とアナログオーディオ系の

電源回路は、電源トランスの二次巻線から完全に分離するこ

とにより、相互干渉やノイズの回り込みを防止しています。

ダイレクト・メカニカル・グラウンド・
コンストラクション 

ディスクの回転や電源トランスにより内部で発生する振動

や、スピーカーの音圧による空気振動が再生機器に伝わるこ

とで音楽信号の劣化が生じます。これらを効果的に防ぎ、繊

細な音楽信号を守るにはどうしたら良いか、このテーマに対

して、デノンがこだわり続けてきた振動抑止構造が「ダイレク

ト・メカニカル・グラウンド・コンストラクション」です。自らが振

動体でもある電源トランスをフットの間近に配置することで、

振動を直接グラウンドへと逃がし、周辺回路への不要な振動

の伝搬を防止しています。また、もっとも大きな質量を持つ

パーツであるドライブ・メカニズムをシャーシ中央の低い位置

に堅牢なスチールブラケットを介して固定。ディスクの回転に

よる内部的な振動や外部から受ける振動にも強い構造を実

現しています。

振動を抑制するリブ入り高密度フット
ドライブ・メカニズムや電源トランス、シャーシの大質量を支

えるフットには、上位モデルと同様に高密度で高剛性なリブ

入りフットを採用。防振効果をさらに高めるとともに、リブの

形状や材質を吟味することにより入念な音質チューニングを

施しています。

14%厚みを増したトップカバー 
スチール製トップカバーの厚みを従来よりも14%アップし、

剛性を向上させました。ダイレクト・メカニカル・グラウンド・コ

ンストラクションや高密度フットと合わせ、より振動に強い

構造を実現しています。

MP3、WMAデータディスク再生対応
（CD-R / CD-RW）
CD-R、CD-RWディスクに記録したMP3、WMAファイルを

再生することができます。MP3、WMA再生時には本機の

ディスプレイに曲名やアルバム名、アーティスト名を表示する

ことができます（※英数字のみ）

その他の特長
 ■  ミニマム・シグナル・パス回路
 ■  金メッキ出力端子ミニマム・シグナル・パス回路 
 ■  光デジタル出力
 ■  金メッキスピーカー端子
 ■  ピュアダイレクトモード
 ■  プログラム / リピート / ランダム再生
 ■  4段階のディスプレイディマー

■ タイマープレイ対応（※外部タイマーが必要です）
 ■  オートスタンバイモード（出荷時OFF）
 ■  アンプの操作もできるリモコン

DCD-600NE

D/Aコンバーター アナログ＆デジタルオーディオ回路

高密度フット高音質カスタムコンデンサー
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HEOSテクノロジーを搭載
ワイヤレス・オーディオシステム「HEOS」のテクノロジーを

搭載。セットアップ、操作は無料のHEOSアプリで誰でも簡

単に。ストリーミングサービスやインターネットラジオをはじ

め、ローカルネットワーク上のミュージックサーバー（NAS / 

PC / Macなど）や USBメモリーに保存した音源やスマー

トフォン、タブレット、Bluetooth®機器など、多彩な音源を

再生することができます。さらに同一のネットワークに接続

した他の HEOSデバイスに DNP-800NEで再生中の音楽

を配信することもできます。

音楽ストリーミングサービス対応
Amazon Music HDやAWA、Spotify、SoundCloudなど

の音楽ストリーミングサービスに対応。ストリーミングサービ

スでは、これまでのように自分の好きなアーティスの楽曲を

選んで再生することはもちろん、最新楽曲から往年の名曲

まで、音楽のジャンル、時代、その日の気分などで選べる多

種多様なプレイリストが豊富に用意されているため、新たな

音楽との出会いの可能性が無限に広がります。
※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。

AirPlay 2対応 
iOS 11.4で追加された新機能「AirPlay 2」に対応。Apple 

Musicの再生や複数のAirPlay 2対応機器によるマルチルー

ム再生が可能です。また、操作を行ってから音声が再生され

るまでの時間の短縮や動画コンテンツを再生した際の映像と

音声との同期精度の向上など、従来のAirPlayよりも快適にコ

ンテンツを楽しめるようにアップデートされています。さらに、

Siriによるボイスコントロールも可能なため、Apple Musicや

iPhoneのライブラリから声で選曲することができます。
※  DNP-800NEでApple Musicの楽曲をお楽しみいただくには 
有料プランのアカウントが必要です。

5.6 MHz DSD & ハイレゾ音源対応
家庭内のミュージックサーバーやUSBメモリーに保存した

DSDファイルやハイレゾ音源の再生に対応しています。DSD

ファイルは5.6MHzまで、PCM系ファイルは192kHz/24bit

まで再生することができます。さらに、DSD、WAV、 FLAC、

Apple Losslessファイルのギャップレス再生にも対応。クラ

シック音楽や、ライブ盤などを聴いても曲間で音が途切れる

ことなく楽しめます。

その他の特長
 ■   PCM 384 kHz / 32 bit 入力対応 
　「Advanced AL32 Processing Plus」

 ■  DSD 5.6 MHz対応D/Aコンバーター「PCM1795」
 ■  DSDファイルのネイティブ再生に対応
 ■  SX1の技術を汲むデノン専用カスタムコンデンサー
 ■  ミニマム・シグナル・パス回路 
 ■  ダイレクト・メカニカル・グラウンド・コンストラクション
 ■  25%厚みを増したスチールシャーシ
 ■  14%厚みを増したトップカバー
 ■  振動を抑制するリブ入り高密度フット
 ■  金メッキ出力端子
 ■  ボリューム可変アナログ出力装備  
 ■  3段階のゲイン切替機能搭載ヘッドホンアンプ
 ■  インターネットラジオ対応
 ■  Amazon Alexaに対応
 ■   Bluetooth対応
 ■  2.4 / 5 GHzデュアルバンド
　 Wi-Fi（IEEE 802.11 a/b/g/n）対応 

 ■  リピート / ランダム再生
 ■  3行表示、日本語対応の有機ELディスプレイ
 ■  10 ～ 90分の範囲で10分ごとに設定可能な
　スリープタイマー 

 ■  オートスタンバイモード（出荷時OFF）  
 ■  アンプの操作もできるリモコン

HEOS機能を搭載した新時代の
ネットワークオーディオプレーヤー

希望小売価格 60,000円（税抜価格）
JANコード：49-51035-06579-2（SP）プレミアムシルバーNetwork Audio Player

DNP-800NE

DNP-800NEの主な仕様
【オーディオ特性】● 再生周波数範囲／ DSD: 2 Hz ～ 100 kHz、PCM: 
2 Hz ～ 96 kHz ● 再生周波数特性／ DSD: 2 Hz ～ 50 kHz（-3 dB）、
PCM: 2 Hz ～ 96 kHz（サンプリング周波数 192 kHz）、2 Hz ～ 20 kHz
（サンプリング周波数 44.1 kHz）● S/N比／ DSD: 115 dB（可聴帯域）、
PCM: 115 dB ● ダイナミックレンジ／ DSD: 108 dB（可聴帯域）、PCM: 
108 dB（24 bit）● 高調波歪率／ DSD: 0.0015 %（1 kHz、可聴帯域）、
PCM: 0.0020 %（24 bit）● 出力レベル／ 2.2 V RMS ●ヘッドホン出力
／ 30mV/32Ω（可変最大）
【入出力端子】●デジタル音声入力端子／ USB-A 入力（フロント）×1 ● 
アナログ音声出力端子／アンバランス出力×2（ボリューム固定／可変）、ヘッ
ドホン出力×1 ● デジタル音声出力端子／光デジタル出力×1 ● その他／
NETWORK× 1、Wi-Fiアンテナ入力×2、 IRコントロール出力×1 
【無線LAN】● ネットワーク種類（無線LAN 規格）／ IEEE 802.11a/b/
g/n 準拠（Wi-Fi®準拠）● セキュリティ／WEP 64 bit、WEP 128 bit、
WPA/WPA2-PSK （AES）、WPA/WPA2-PSK（TKIP）● 無線周波数／ 2.4 
GHz / 5GHz 
【Bluetooth】● バージョン／ 3.0+EDR● 対応プロファイル／ A2DP 1.2、
AVRCP 1.5● 対応コーデック／ SBC ● 周波数帯域／ 2.4GHz帯域 ● 送
信出力／ Class 1 ● 通信距離／約30m（見通し距離） 
【総合】●外形寸法／W434×H170×D312 mm（アンテナを立てた場合）、
W434 x H107 x D312 mm（アンテナを寝かせた場合）● 質量／ 3.9 kg 
● 消費電力／ 18 W ● 待機電力／ 0.3 W / 4.0W（ネットワーク制御　オ
フ時 / オン時）● 付属品／かんたんスタートガイド、取扱説明書、リモコン、
単4形乾電池×2、音声ケーブル、 IRコントロールケーブル×2、Wi-Fiアン
テナ×2、電源コード

ミュージックサーバー／ USB メモリー対応フォーマット

サンプリング周波数 ビットレート ビット長 拡張子
WMA (Windows Media Audio) 32 / 44.1 / 48  kHz 48～ 192 kbps － .wma

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) 32 / 44.1 / 48 kHz 32～ 320 kbps －  .mp3

WAV 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz － 16 / 24ビット .wav

MPEG-4 AAC 32 / 44.1 / 48 kHz 48～ 320 kbps － .aac /.m4a /.mp4

FLAC (Free Lossless Audio Codec) 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz － 16 / 24ビット .flac

ALAC (Apple Lossless Audio Codec) 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 192 kHz － 16 / 24ビット .m4a

DSD （2 チャンネル） 2.8 / 5.6 MHz  － 1ビット .dsf / .dff

※著作権保護のないファイルのみ再生できます。※ FAT32またはNTFSフォーマットのUSB メモリーに対応しています。
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ハイブリッド二重構造大型ターンテーブル
直径331mmの大型アルミダイカストターンテーブルを採用。

裏面全体にシリコンラバーでデッドニング処理を施しハウリン

グ特性を高めています。付属のターンテーブルシートはホログ

ラム振動解析によって求めた表面形状で、レコードの振動を

抑え良好なホールド性を実現しています。

スピード検出にエンコーダーを採用した
ハイ・トルクモーター、ダイレクトドライブ方式
モーター内に設けたスリットを通過する光パルスの間隔

で制御するクォーツロックサーボを採用。また、ハイ・トル

クモーター（トルク4.5kg・cm）の開発により立上がり時間 

0.3秒と俊敏な動作と回転安定性を実現しています。

高感度ユニバーサルタイプトーンアーム
高さ調節が可能な大型アルミダイカストベースに載せら

れたトーンアームは、ウェイト部にラバーによる防振処理

を施し共振を排除しています。また、各部にダイカスト

パーツを採用し剛性を高めるとともに、内部配線材にも 

高純度6N-OFCを採用するなど音質を重視した設計です。

重量級カートリッジ用ウエイトを別売で用意
20gから37g（シェル含む）までのカートリッジに対応するウエ

イトを別売。（希望小売価格8,000円［部品扱い、税抜価格］）

美しい天然木仕上げキャビネット
プレーヤーのキャビネットには、MDFをベースに美しい天

エンコーダーを採用したハイ・トルクモーター、
ダイレクトドライブ方式
光パルスの間隔で制御するクォーツロックサーボを採用、 

高精度な回転を実現しています。また、ハイ・トルクモーター 

（トルク 4.5kg・cm）により立上がり時間0.3秒と俊敏な動作

と回転安定性を実現しています。

ハウリング特性を高めた331mm径の
大型ターンテーブル
大型アルミダイカストターンテーブルは裏面全体にシリコ

ンラバーでデッドニング処理を施しハウリング特性を高

めています。付属のターンテーブルシートはホログラム振

動解析によってレコードのホールド性を改善、わずかに 

すり鉢状のテーパーをつけています。

ピンコードタイプの出力端子を装備
カートリッジ出力端子はピンコードタイプを採用。音質

やカートリッジインピーダンスに合わせて出力コードを 

変えるなど幅広い対応が可能です。

MDF材採用のコンパクトな高剛性キャビネット
大型ターンテーブルを装備しながらもキャビネットは 

コンパクトに仕上げ、剛性を高めるとともに音響的フィード

バックを改善しています。天然木に近い響きのMDF材

を採用し、ナチュラルな仕上げがアナログオーディオの 

豊潤な時間を演出します。

上級機ゆずりの高剛性・高感度トーンアーム
各部にダイカストパーツを採用し剛性を高めるとともに、要所

希望小売価格 220,000円（税抜価格）
JANコード：45-6011953-767-6 
※アルミ製ヘッドシェル付属、カートリッジは別売です。  

希望小売価格 93,500円（税抜価格）
JANコード：45-6011953-217-6 
※MM型カートリッジ付属 

天然木仕上の風格を感じさせる本格マニュアルプレーヤー

上級機のパフォーマンスをコンパクトに凝縮

然木の突き板セミグロス仕上げを採用しています。見た

目の美しさだけでなく内的、外的要素の振動や音の反

射を抑制する効果をあわせ持っています。キャビネット

側面には無垢材を使用。仕上がりの美しさに加えて剛

性を高めることでキャビネット全体による高音質設計が 

施されています。

大型インシュレーター採用
外部振動に対して理想的な減衰特性を持つ大型インシュ

レーターを採用。大型キャビネットとの重量バランスで外部

振動を遮断します。

ピンコードタイプの出力端子と
インレットタイプACコード
出力端子はピンコードタイプを採用。カートリッジの音質

やインピーダンスに合わせてコードを付け替えることも可

能です。また、ACコードは本格インレットタイプの極太 

コードを採用しています。

 ■アルミダイカスト製シェル付属

DP-1300MKIIの主な仕様
【モーター部】●駆動方式／DENONクォーツサーボ式ダイレクトドライブ ●回
転数／33・1/3、45rpm ●ワウ・フラッター／0.1％以下（WRMS）●起動時間
／0.3秒以内で規定回転（33・1/3rpm時）●ターンテーブル／アルミダイカスト
径331mm（裏面振動吸収ラバーによる防振処理）●負荷特性／針圧80gで
0％ ●回転数偏差／±0.003％以内
【アーム部】●方式／スタティックバランス　S字型パイプアーム ●有効長／
244mm ●オーバーハング／14mm ●トラッキングエラー／3 °以内 ●アーム高
さ調節範囲／約6mm ●針圧調整範囲／0～4.0g （1目盛 0.25g）●適合カー
トリッジ質量／14.0～20.0g（ヘッドシェルを含む） ●付属ヘッドシェル質量／
9.0g
【総合】●電源／AC100V 50/60Hz ●消費電力／10W ●外形寸法／ダスト
カバーを閉じた時：W490×H178×D400mm【ダストカバーを開いた時：W490
×H約474×D456mm】（フット含む） ●質量／14.5kg ●付属品／ヘッドシェ
ル、出力コード、ACコード、EPアダプタ
【別売オプション】●重量級カートリッジ用ウエイト ACD-45-N（希望小売価格
8,000円［税抜価格］） ウエイト2個セット（20～28g用×1、26～37g用×1）

にデッドニング処理を施した高音質設計です。ユニバーサ

ルタイプですので各種カートリッジを差換えてお楽しみい

ただけます。

 ■外部振動を排除する大型インシュレーター

 ■アルミダイカスト製シェルMM型カートリッジ付属

DP-500Mの主な仕様
【モーター部】●駆動方式／ DENONクォーツサーボ式ダイレクトドライブ 
●回転数／ 33・1/3、45rpm ●ワウ・フラッター／ 0.1％以下（WRMS）
●起動時間／ 0.3秒以内で規定回転（33・1/3rpm時）●ターンテーブ
ル／アルミダイカスト径331mm（裏面振動吸収ラバーによる防振処理） 
●負荷特性／針圧80gで0％ ●回転数偏差／±0.003％以内
【アーム部】●方式／スタティックバランス S字型パイプアーム ●有効長／ 
230mm ●オーバーハング／ 15mm ●トラッキングエラー／ 3°以内  
●針圧調整範囲／ 0～ 4.0g（1目盛 0.25g）●適合カートリッジ質量／
14.0～ 20.0g（ヘッドシェルを含む）
【カートリッジ部】●形式／MM型●出力電圧／ 4.5mV±3dB（1kHz）
●周波数特性／ 20～ 20,000Hz●針圧／ 1.4±0.4g●カートリッジ 
質量／ 6.5g●付属ヘッドシェル質量／ 9.0g●交換針／ DSN-86（希望
小売価格5,000円 [税抜価格 ]）
【総合】●電源／ AC100V　50/60Hz●消費電力／ 10W●外形寸法／
ダストカバーを閉じた時：W450×H170×D370mm【ダストカバーを開
いた時：W450×H約422×D412mm】（フット含む）●質量／ 10.1kg  
●付属品／ヘッドシェル付MMカートリッジ、出力コード、EPアダプタ
※お持ちのプレーヤーによって交換針の型番が異なります。
カートリッジ本体の色が白の場合は、DSN-83（4,200円・税抜価格）をご
使用下さい。カートリッジ本体の色が黒の場合はDSN-86（5,000円・税
抜価格）をご使用下さい。

Player System
DP-1300MKⅡ

Player System
DP-500M
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本格パフォーマンスを有した実力機

ミニマルデザインを纏う
本格マニュアルプレーヤー

伝統のS字型ユニバーサルトーンアーム
デノンがレコードプレーヤーの発売を開始した1970年代の設

計思想に回帰し、スタティックバランスのS字型トーンアームを

DP-400、DP-450USBのために新たに開発しました。1971年

に発売された名機「DP-5000」の開発当時にリファレンスとさ

れていたトーンアームの仕様を元に、OBの技術者たちからも

アドバイスを受けながら、有効長、オーバーハング、オフセット

角などの要素を煮詰め、レコードの音溝をより正確にトレース

する性能を追求しました。

33- 1/3、45、78回転対応
ターンテーブルの回転数は、33- 1/3回転、45回転および

78回転に対応。LP盤や EP盤だけでなく、稀少なSP盤も

再生することができます。

オートリフトアップ＆ストップ機能
レコードの再生が終了した際に自動的にトーンアームをリフ

トアップし、ターンテーブルの回転を停止します。レコードを

聴きながらうたた寝をしてしまっても大切なレコードやカート

リッジを痛めることがありません。この機能は、トーンアーム

の機構に手を加えることなしに、アームリフターをモーターで

動作させることによって実現されており、トーンアームの性能

に対する悪影響は一切ありません。

MMカートリッジ対応フォノイコライザー搭載
MMカートリッジに対応するフォノイコライザーを内蔵している

ので、PHONO入力端子の無いアンプやミニコンポなどにも

直接に接続することができます。デノンの PMA-800NEなど

の PHONO入力端子を備えるアンプに接続する場合はイコラ

イザースイッチをオフにしてください。フォノイコライザーの音

質向上のために電源回路を見直し、供給する電圧を3倍に強 

化（※DP-300F比）。さらに低ノイズ FETや低ノイズタイプの 

バイポーラ入力オペアンプを用いて高音質化を図っています。

ターンテーブルの回転精度を高める
回転制御機能

レコードジャケットスタンドにもなる
ダストカバー

USBメモリーへのダイレクト録音対応
（MP3 / WAV）※ DP-450USBのみ

MusiCutTM for Denon ※DP-450USBのみ

USBメモリーに録音したMP3ファイルは、音楽ファイルユー

ティリティソフト「MusiCutTM for Denon」で編集を行

うことができます。トラック分割は手動および曲間の無音

部分での自動分割に対応。また、楽曲のデータを解析して

Gracenote社の音楽データベースから最適な楽曲情報を取

得することができます。MusiCutTM for Denonはデノン

のウェブサイトからお手持ちのWindowsパソコンにダウン

ロードしてお使いください。
※ 対応 OS：Windows 8、Windows 8.1 および Windows 10

DP-400 / DP-450USBの主な仕様
【モーター部】●駆動方式／ベルトドライブ●モーター／ DCサーボモーター 
●回転数／ 33・1/3、45、78rpm ●ワウ・フラッター／ 0.1％（WRMS）
●ターンテーブル／アルミダイカスト 　 
【アーム部】●方式／スタティックバランス S字タイプ ●有効長／ 220mm 
●オーバーハング／ 16mm ●オフセット角／ 23度 ●針圧調整範囲／ 0 ～ 
4.0g （1 目盛 0.1g）　●適合カートリッジ質量／ 5.0 ～ 13.0g
【カートリッジ部】●形式／ MM型 ●適正針圧／ 2.0g ●交換針／ DSN-85
（希望小売価格3,900 円［税抜価格］）  
【総合】●電源／ AC100V 50/60Hz ●消費電力／ 10W ●外形寸法／本
体：W414×H105×D342mm、ダストカバー取り付け時： W414×H132
×D347mm 
●質量／ 5.6kg（ダストカバーを含む） ●付属品／ダストカバー、MMカート
リッジ付きヘッドシェル、45回転レコード用アダプター、音声ケーブル、ACア
ダプター、ACアダプター交換用プラグ（5種） 

洗練された外観デザイン
強度・密度も分析された4mm厚の成形材によるキャビネッ

トは美しい光沢塗装で仕上げられています。ストレート 

トーンアームやアルミダイカストターンテーブルなど質感の良

いデザイン形状を採用。横幅434mmのボディサイズもあい

まって、フルサイズのコンポーネントとの組み合わせも上品に

マッチします。

本格派フルオートプレーヤー
30cm、17cmのレコードサイズを選択すれば、簡単操作で自

動でアームが移動しレコードを再生、終了後アームが戻るフル

オートシステムです。カートリッジの交換も可能で、アンチス

ケーティングやゼロバランス調整など、バランスのとれた最適

な状態でのレコード再生を実現します。

DP-400
希望小売価格 58,000円（税抜価格）
JANコード： 49-51035-06555-6（BK）ブラック
JAN コード： 49-51035-06780-2（WT）ホワイト
   ※MM型カートリッジ付属

DP-450USB
希望小売価格 70,000円（税抜価格）
JANコード： 49-51035-06556-3（BK）ブラック 
JAN コード： 49-51035-06781-9（WT）ホワイト 
 ※MM型カートリッジ付属

希望小売価格 47,300円（税抜価格）
JANコード：45-6011953-608-2（SP）プレミアムシルバー 
 45-6011953-609-9（K）ブラック  
 ※MM型カートリッジ付属

PHONOイコライザー内蔵
PHONOイコライザーを内蔵していますのでPHONO端子の

ないミニコンポやプリメインアンプにもダイレクトに接続が可

能です。（ON、OFF切替え可能）
※ M C型カートリッジ（高出力タイプを除く）に交換した場
合は別 途 昇 圧トランスとフォノイコライザーアンプ が 
必要になります。

アルミダイカストターンテーブル
約5mm厚のターンテーブルシートは、ホログラム振動解析によ

りレコードのホールド性を向上させています。

ストレートトーンアーム
専用シェルにてカートリッジの交換をお楽しみいただけます。

MM型カートリッジを付属

マニュアルアームリフター装備

プレミアムシルバーとブラックの2カラー

DP-300Fの主な仕様
【モーター部】●駆動方式／ベルトドライブ ●回転数／ 33・1/3、45rpm ●
ワウ・フラッター／ 0.10％（WRMS）●ターンテーブル／アルミダイカスト　
●負荷特性／針圧80gで0 ％ 
【アーム部】●方式／スタティックバランスストレートタイプ ●有効長／
221.5mm ●オーバーハング／ 19mm ●トラッキングエラー／ 3°以内 ●針
圧調整範囲／0～4.0g （1目盛 0.1g）　●適合カートリッジ質量／4.5～9.5g
（ヘッドシェル含まず）
【カートリッジ部】●形式／MM型 ●適正針圧／ 2.0g ●カートリッジ質量／
5g ●交換針／ DSN-85（希望小売価格3,900円［税抜価格］） ●付属ヘッ
ドシェル質量／ 10g （交換用専用シェル【PCL-310-SP（プレミアムシル
バー）、PCL-310-K（ブラック）（希望小売価格4,800円［税抜価格］）】）
【総合】●電源／ AC100V 50/60Hz ●消費電力／ 2W ●外形寸法／ダスト
カバーを閉じた時：W434×H122×D381mm【ダストカバーを開いた時：
W434×H約391×D413mm】（スイッチ、フット含む）
●質量／ 5.5kg ●付属品／ヘッドシェル付MMカートリッジ、EPアダプタ

DP-400（BK）ブラック DP-400（WT）ホワイト DP-450USB（BK）ブラック

（SP）プレミアムシルバー

DP-450USB（WT）ホワイト

（K）ブラック

Player System
DP-400 / DP-450USB

Full Automatic Player System
DP-300F
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レコードライブラリーを簡単に
USBメモリーに保存
スタートボタンと、録音ボタンを押すだけでUSBメモリー

にアナログサウンドが簡単にデジタルファイルに変換され

ます。ファイル編集の場合でもパソコンを近くに置く必要

がありません。もちろん通常のレコードプレーヤーとしても 

お使いいただけます。

MusiCutTM for Denon
USBメモリーに録音したMP3ファイルは、音楽ファイル

ユーティリティソフト「MusiCutTM for Denon」で編集を

行うことができます。トラック分割は手動および曲間の無音

部分での自動分割に対応。また、楽曲のデータを解析して

Gracenote社の音楽データベースから最適な楽曲情報を取

得することができます。MusiCutTM for Denonはデノンの

ウェブサイトからお手持ちのWindowsパソコンにダウンロー

ドしてお使いください。
※ 対応 OS：Windows 8、Windows 8.1 および Windows 10

PHONOイコライザー内蔵

扱いやすいフルオートシステム

高い質感のアルミダイカストターンテーブル

MM型カートリッジ付属

DP-200USB-SP/Kの主な仕様
●駆動方式 ／ベルトドライブ ●回転数／ 33・1/3、45rpm ●ワウ・フラッター
／ 0.15%以下（WRMS） ●ターンテーブル／アルミダイカスト●トーンアー
ム／ダイナミックバランス形●有効長／ 195mm ●カートリッジ／MM型 ●
適正針圧／ 3.5g ●交換針／DSN-84 （希望小売価格3,900円 [税抜価格 ]）
●デジタル記録媒体／ USBメモリー（マスストレージクラス）
●デジタル記録形式とビットレート／MP3、192 kbps ●電源／ AC100V 
50/60Hz ●消費電力／ 10W ●外形寸法／【ダストカバーを閉じた時】：
W360×H98×D358mm、【ダストカバーを開いた時】W360×H約415
×D363mm ●質量／約3.2kg   ●付属品／ EPアダプタ、Trans Music 
Manager（CD-ROM）

希望小売価格 33,000円（税抜価格）
JANコード：45-8211636-048-4（SP）プレミアムシルバー 
 　 45-8211636-047-7（K）ブラック  

希望小売価格 15,950円（税抜価格）
JANコード :49-88001-51496-1（S）シルバー 

                                   49-88001-51497-8（K）ブラック      

 LINE入力にも接続可能な
PHONOイコライザー内蔵
LINE接続のみのミニシステムやラジカセでもレコードを 

お楽しみいただけます。（ON、OFF切替え可能）
 

扱いやすいフルオートシステム
30cm、17cmのレコードサイズを選択すれば、簡単操作でアー

ムが移動しレコードを再生。再生を終了すると自動的にアームが

戻ります。簡単操作でレコードを傷つける心配の少ないフルオー

トシステムです。

高精度アルミダイカストターンテーブルを採用

MM型カートリッジ付属

DP-29F-S/Kの主な仕様
●駆動方式／ベルトドライブ  ●回転数／33・1/3、45rpm  ●ワウフラッター
／0.15％（WRMS） ●ターンテーブル／アルミダイカスト●トーンアーム／ダ
イナミックバランス形●有効長／195mm ●カートリッジ／MM型 ●適正針
圧／3.5g ●交換針／DSN-82、DSN-84（希望小売価格3,900円[税抜価
格]）●電源／AC100V　50/60Hz ●消費電力／2W●外形寸法／ダストカ
バーを閉じた時：W360×H97×D357mm【ダストカバーを開いた時：W360×H
約417×D362mm】（スイッチ、フット含む）●質量／2.8 kg ●付属品／EPア
ダプタ

（SP）プレミアムシルバー （S）シルバー
（K）ブラック

（K）ブラック

Full Automatic Player System Full Automatic Player System
DP-200USB DP-29F

希望小売価格 50,000円（税抜価格）
JANコード：49-88001-70483-6 

希望小売価格 41,600円（税抜価格）
JANコード：49-88001-70038-8 

希望小売価格 44,800円（税抜価格）
JANコード：49-88001-70040-1 

希望小売価格 27,900円（税抜価格）
JANコード：49-88001-70039-5 

■DL-103の基本テクノロジーを踏襲。発電コイルに純度
99.9999%（6N）の高純度銅を採用。
●出力電圧／0.25mV ●再生周波数／20Hz～45kHz
●インピーダンス／14Ω ●針先／16.5ミクロン丸針 
●針圧／2.5±0.3g ●コンプライアンス／5×10-6cm/dyne 
●寸法／W15×H15×D26.8mm ●自重／8.5g 
●針交換価格／33,000円（税抜価格）

■現在も第一線で活躍　●出力電圧／ 0.3mV
●再生周波数／ 20Hz～ 45kHz●インピーダンス／ 40Ω 
●針先／ 16.5ミクロン丸針 ●針圧／ 2.5±0.3g
●コンプライアンス／ 5×10-6cm/dyne 
●寸法／W15×H15×D26.8mm
●自重／8.5g ●針交換価格／27,000円（税抜価格）

■ビートの効いたサウンドを鮮烈に再現 ●出力電圧／0.4mV 
●再生周波数／20～60kHz ●インピーダンス／33Ω 
●針先／特殊楕円針 ●針圧／1.4±0.2g 
●コンプライアンス／13×10-6cm/dyne
●寸法／W17×H17×D22.1mm ●自重／6.0g
●針交換価格／29,000円（税抜価格）

■MM型並みの出力で、アンプのPHONO（MM）端子にダイレ
クトに接続。 ●出力電圧／1.6mV
●再生周波数／20Hz～45kHz ●インピーダンス／160Ω
●針先／0.1×0.2mm角ソリッドダイヤ特殊楕円針 
●針圧／1.8±0.3g ●コンプライアンス／8×10-6cm/dyne 
●寸法／W15.6×H17.6×D22.7mm（カバーはね上げ時、端
子部含む）W15.6×H19.8×D22.7mm（カバー降し時、端子
部含む）
●自重／4.8g ●針交換価格／18,000円（税抜価格）

MC Cartridge MC Cartridge
DL-103DL-103R

MC Cartridge
DL-301Ⅱ

MC Cartridge
DL-110

希望小売価格 32,100円（税抜価格）
JANコード：49-88001-70037-1 

■MM端子に直結できる高出力モノラル専用MC
●出力電圧／ 3mV●再生周波数／ 50Hz～10kHz
●インピーダンス／ 240Ω
●適合負荷／ 1kΩ以上 ●針先／ 17ミクロンダイヤ丸針 
●針圧／ 3±1g
●寸法／W18×H14.8×D38mm（端子部含む）
●自重／ 13g ●針交換価格／ 21,000円（税抜価格）

Monaural MC Cartridge
DL-102



Specifications
   Amplifier PMA-2500NE PMA-1600NE PMA-800NE PMA-600NE

パ
ワ
ー
ア
ン
プ
部

定格出力
（8Ω、20Hz～ 20kHz、T.H.D. 0.07%）
（4Ω、1kHz、T.H.D. 0.7%）

80W+80W

160W+160W

70W+70W

140W+140W

50W+50W

ー

45W+45W

ー
実用最大出力
（4Ω、1kHz、T.H.D. 10%、JEITA） ー ー 100W+100W 90W+90W

全高調波歪率
（8Ω、1kHz、定格出力 -3dB）

0.01％ 0.01％ 0.01％ 0.01％

出
力
端
子  

スピーカー 2系統（負荷 4～ 16Ω） 2系統（負荷 4～ 16Ω） 2系統（負荷 4～ 16Ω） 1系統（負荷 4～ 16Ω）

ヘッドホン ステレオ標準ジャック ステレオ標準ジャック ステレオ標準ジャック ステレオ標準ジャック

プ
リ
ア
ン
プ
部

入力感度 /

インピーダンス

LINE：135mV/47kΩ LINE：125mV/47kΩ LINE：105mV/40kΩ LINE：100mV/40kΩ
（ソースダイレクトオフ） （ソースダイレクトオフ） （ソースダイレクトオフ） （ソースダイレクトオフ）

LINE：135mV/23kΩ LINE：125mV/23kΩ LINE：105mV/17kΩ LINE：100mV/17kΩ
（ソースダイレクトオン） （ソースダイレクトオン） （ソースダイレクトオン） （ソースダイレクトオン）

PHONO MM：2.5mV/47kΩ PHONO MM：2.5mV/47kΩ PHONO MM：2.5mV/47kΩ PHONO MM：2.5mV/47kΩ
PHONO MC：0.2mV/100Ω PHONO MC：0.2mV/100Ω PHONO MC：0.2mV/100Ω ー

総

合

S/N比（Aネットワーク）

LINE：110dB（入力短絡時） LINE：108dB（入力短絡時） LINE：105dB（入力短絡時） LINE：105dB（入力短絡時）
PHONO MM：89dB PHONO MM：89dB PHONO MM：86dB PHONO MM：86dB
（入力短絡、入力 5mV時） （入力短絡、入力 5mV時） （入力短絡、入力 5mV時） （入力短絡、入力 5mV時）

PHONO MC：74dB PHONO MC：74dB PHONO MC：71dB　 ー　
（入力短絡、入力 0.5mV時） （入力短絡、入力 0.5mV時） 　（入力短絡、入力 0.5mV時） 　

トーンコントロール
BASS（低域）:100Hz±8dB     BASS（低域）: 100Hz±8dB     BASS（低域）:100Hz±8dB      BASS（低域）:100Hz±8dB

TREBLE（高域）:10kHz±8dB TREBLE（高域）: 10kHz±8dB  TREBLE（高域）:10kHz±8dB  TREBLE（高域）:10kHz±8dB

アナログ入力端子
アンバランス入力×4、

PHONO（MM / MC）入力×1、
EXT. PRE入力×1

アンバランス入力×3、
PHONO（MM / MC）入力×1

アンバランス入力×4、
PHONO（MM / MC）入力×1

アンバランス入力×4、
PHONO（MM）入力×1

アナログ出力端子（REC OUT） 1系統 1系統 1系統 1系統
サブウーハープリアウト ー ー ー 1系統

デジタル入力端子
USB-B入力×1、

同軸デジタル入力×2、
光デジタル入力×2

USB-B 入力×1、
同軸デジタル入力×1、
光デジタル入力×2

同軸デジタル入力×1、
光デジタル入力×3

同軸デジタル入力×1、
光デジタル入力×2

Bluetooth（受信） ー ー ー 〇 （SBC / AAC）
消費電力 310W（待機電力 0.2W） 295W（待機電力 0.2W） 200W（待機電力 0.3W） 190W（待機電力 0.3W）
外形寸法 W434×H182×D431mm W434×H135×D410mm W434×H122×D307mm W434×H122×D307mm
質量 25.0kg 17.6kg 7.5kg 7.4kg

付属品
かんたんスタートガイド、

取扱説明書、リモコン（RC-1207）、
単 4形乾電池×2、電源コード

かんたんスタートガイド、
取扱説明書、リモコン（RC-1213）、
単 4形乾電池×2、電源コード

かんたんスタートガイド、
取扱説明書、リモコン（RC-1223）、

単 4形乾電池×2

かんたんスタートガイド、取扱説明書、
リモコン（RC-1234）、
単 4形乾電池×2

Super Audio CD Player /
 CD Player DCD-2500NE DCD-1600NE DCD-800NE ※SACD非対応 DCD-600NE

SACD/
DSD

再生周波数範囲 2Hz～ 100kHz 2Hz～ 100kHz 2Hz～ 100kHz ー
再生周波数特性 2Hz～ 50kHz（-3dB） 2Hz～ 50kHz（-3dB） 2Hz～ 50kHz（-3dB） ー
S/N比 120dB（可聴帯域） 119dB（可聴帯域） 115dB（可聴帯域） ー
ダイナミックレンジ 112dB（可聴帯域） 112dB（可聴帯域） 108dB（可聴帯域） ー
高調波歪率 0.0006％（1kHz、可聴帯域） 0.0010％（1kHz、可聴帯域） 0.0015％（1kHz、可聴帯域） ー
ワウフラッター 測定限界以下 測定限界以下 測定限界以下 ー
出力レベル 2.0V（10kΩ） 2.0V（10kΩ） 2.2V RMS ー

CD

再生周波数範囲 2Hz～ 20kHz 2Hz～ 20kHz 2Hz～ 20kHz 2Hz～ 20kHz
再生周波数特性 2Hz～ 20kHz（±0.5dB） 2Hz～ 20kHz（±0.5dB） 2Hz～ 20kHz 2Hz～ 20kHz
S/N比 118dB 117dB 115dB 112dB
ダイナミックレンジ 101dB 101dB 101dB 101dB
高調波歪率 0.0015％（1kHz） 0.0018％（1kHz） 0.0025％（1kHz） 0.003％（1kHz）
ワウフラッター 測定限界以下 測定限界以下 測定限界以下 測定限界以下
出力レベル 2.0V（10kΩ） 2.0V（10kΩ） 2.2V RMS 2.0V RMS

   ALPHA Processing Advanced AL32 Processing Plus Advanced AL32 Processing Plus Advanced AL32 Processing Plus AL32 Processing

 総合

 デジタル入力端子 ー ー USB-A×1 ー

 デジタル出力端子 同軸デジタル出力×1、
光デジタル出力×1

同軸デジタル出力×1、
光デジタル出力×1

同軸デジタル出力×1、
光デジタル出力×1 光デジタル出力×1

 アナログ出力端子 アンバランス出力×1 アンバランス出力×1 アンバランス出力×1 アンバランス出力×1
消費電力 25W　（待機電力 0.1W以下） 24W（待機電力 0.1W） 28W（待機電力 0.2W） 12W（待機電力 0.3W）
外形寸法 W434×H138×D335mm W434×H135×D329mm W434×H107×D275mm W434×H107×D275mm
質量 13.7kg 8.2kg 4.5kg 4.3kg

付属品
かんたんスタートガイド、取扱説明書、

リモコン（RC-1207）、
単4形乾電池×2、

オーディオケーブル、電源コード

かんたんスタートガイド、取扱説明書、
リモコン（RC-1213）、
単4形乾電池×2、

オーディオケーブル、電源コード

かんたんスタートガイド、取扱説明書、
リモコン（RC-1223）、
単4形乾電池×2、
オーディオケーブル

かんたんスタートガイド、取扱説明書、
リモコン（RC-1234）、
単4形乾電池×2、
オーディオケーブル

※ あなたが録音したものは個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
　なお、デジタル録音機器及びデジタル録音メディアの価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。
※“Trans Music Manager”は、トランステクノロジー株式会社の商標と登録商標です。
※ Gracenote®および CDDB®は、Gracenote社の登録商標です。
※ AirPlay、AirPlayのロゴ、iPhone、iPod、iPod touch、iTunesは米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
　 iPadは Apple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
※ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後 8年です。
※改善のため仕様及び外観は、一部変更させていただくことがあります。
※掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なる場合があります。
※保証書付です。保証書はご購入の際に必ず記載事項を確認の上お受取りになり、大切に保存してください。

株式会社 ディーアンドエムホールディングス
D&Mお客様相談センター　TEL 0570-666-112 または 050-3388-6801 
受付時間 10:00-18:00（土・日・祝日・弊社休日を除く）

denon.jp

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い場所
に設置しないでください。火災、故障、感電
などの原因となることがあります。

安全に関する
ご注意
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