■ Technical Information
Specifications

アナログ出力

2チャンネル

再生周波数範囲

2 Hz 〜 96 kHz

再生周波数特性

2 Hz 〜 50 kHz（-3 dB）（DSD、PCM : 192 kHz）
2 Hz 〜 20 kHz（PCM : 44.1 kHz）

S/N比

110 dB（可聴帯域）

ダイナミックレンジ

106 dB（DSD、PCM: 192 kHz）
（可聴帯域）

高調波歪率

0.0012 %（1 kHz,可聴帯域）

アンバランス出力（固定）

2.3 V RMS（PCM）、1.7 V RMS（DSD）

アンバランス出力（可変）

2.3 V RMS（PCM、
ボリューム最大、
ゲイン: Low）、
1.7 V RMS（DSD、
ボリューム最大、
ゲイン: Low）

ヘッドホン出力
アナログ入力

800 mV / 32Ω（ボリューム最大、
ゲイン: Low）

入力感度/インピーダンス

デジタル入力

USB-DAC/HEADPHONE AMPLIFIER HD-DAC1

チャンネル

200mV RMS / 22kΩ

同軸入力
（ピンジャック）

0.5 Vp-p / 75 Ω

光入力
（角型光コネクター）

‒27 dBm 以上

USB（フロント）

USB タイプ A（USB 2.0 Full speed）
USB タイプ B（USB 2.0 High speed）

USB（リア）
音声出力端子

アナログ（固定） 1、
アナログ（可変） 1、
ヘッドホン

音声入力端子

USB-B 1、
同軸デジタル 1、光デジタル 2、
アナログ（3.5mmステレオミニ） 1、USB-A（フロント） 1

その他入出力端子

マランツリモートバス（RC-5）入出力

消費電力

35 W（電気用品安全法による）

待機電力

0.3 W

最大外形寸法（W H D）

250

質量

5.0 kg

付属品

簡単セットアップガイド、取扱説明書（CD-ROM）、保証書、
リモコン（RC001HD）、単4形乾電池 2、音声ケーブル、
USBケーブル、
リモート接続ケーブル、電源コード
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1

270 mm

JANコード：49-51035-05437-6

The Future of Hi-Fi -Marantz High-Resolution audio
Special Site
DSD、Direct Stream DigitalおよびDSDロゴは、
ソニー株式会社の登録商標です。
Windows、Windows Mediaは米国Microsoft Corporationの商標、
または登録商標です。
iTunes、iPod、iPhone、Macは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
■ AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
■ Marantz、
マランツ、Marantzロゴ、HDAM、HDAMロゴは株式会社ディーアンドエムホールディングスの登録商標です。
■
■
■

■

製品の仕様、規格および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

●

■

本カタログの製品の色は印刷の関係で実際とは違って見える事があります。

● カタログ中の写真はイメージです。
設置などに関しましては、取扱説明書に従ってください。

■

弊社の商品には保証書がついています。必要事項をご記入のうえ、大切に保管してください。

当カタログに掲載されている価格は、すべてメーカー希望小売価格です。

〒210- 8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2-1 D&Mビル

0570-666-112

D&M お客様相談センター tel.
＊IP電話をご利用の場合、
つながらないことがあります。
その場合は、
03- 3570- 5138へおかけください。
〈受付時間〉
9:30〜17:30（土・日・祝日、弊社休日を除く）
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PC/Mac

TV

デジタルメディアプレーヤー

Input
Devices

光デジタル

同軸デジタル

iPod / iPhone

ポータブルオーディオプレーヤー

USB-A

USB-B

アナログ

固定出力

可変出力

Output
Devices

アンプ/スピーカー

ヘッドホン

アクティブスピーカー

Digital Audio

■ HD-DAC1

高 周 波ノイズを徹 底 的に排 除し、データオーディオ本 来の豊かな情 感を再 現
デュアル・クリスタルクロック

デジタル・アイソレーション・システム
USB接続されたPCから流入する高周波ノイズを排除

NEW

USB-DAC/HEADPHONE AMPLIFIER

希望小売価格：108,000円 (税抜価格)

デジタル・アイソレーション・システムの概念図

するために、高速デジタル・アイソレーターを8素子、16

PC

NAS

回路搭載。
トランス・コイルを介して磁気によってデータ

ルに比べ、
ジッターレベルはおよそ1/10に低減されてい

転送を行うマグネティック方式により、入力側と出力側

ます。
さらに、
PCから入力される44.1kHz系、
48kHz系それ

は電気的に絶縁された状態になります。
このアイソレー

ぞれのサンプリング周波数の信号に対して最適なクロッ

ターをD/Aコンバーターの前段に設置し、
ネットワーク

ク信号を供給するために、
専用のクリスタルを使用。
ジッ

をはじめとするすべてのデジタルオーディオ回路とD/A

ターの発生を抑制し、明瞭な定位と見通しの良い空間

コンバーター間の信号ラインを絶縁することで、
高周波

Headphone Amplifier

高精度なD/A変換のために、
クロック回路にNA-11S1と
同様の超低位相雑音クリスタルを搭載。
従来のクリスタ

USB

デジタル回路

ノイズによる音質への悪影響を排除。
透明感が高く、
広
大な空間表現を実現します。

表現を実現しました。

D/A コンバーター

マランツが 求めてきた、H i - F iアンプの「ひとつの完 成 形 」

デジタル・アイソレーション・システムの効果【クロックノイズレベルの比較】

HDAM -SA2搭載電流帰還型アンプ
®

電圧増幅を行う前段には、
マランツオリジナルの高速

アンプモジュール
「HDAM ® -SA2」
を用いたフルディス
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無帰還型バッファーアンプ
ヘッドホンをドライブする出力段には、
HD-DAC1のため
に新規に開発されたフルディスクリート構成の無帰還

クリート電流帰還型アンプを搭載。NFB量を可変する

型バッファーアンプを実装しています。
ゲインを持たず、

ことにより3段階のゲイン切り替えを実現しています。

ヘッドホンのドライブのみを行うバッファーアンプによっ
てドライバーからの逆起電力の影響を排除し、並外れ

ゲイン切り替え機能

た駆動力を実現しました。製品ごとに異なるヘッドホン
の感度やインピーダンス特性にかかわらず、ゆとりを

3段階
（High［22 dB］/ Mid［16 dB］/ Low［11 dB］
）

持ってドライブ。思わず息をのむようなディテールの緻

のゲイン切り替え機能を装備。
接続するヘッドホンのイ

密さに加え、
サウンドステージの広さ、
奥行き、
高さに至

ンピーダンス、能率に合わせて最適な音量に設定する

るまで正確に再現する空間表現力を実現しました。

同軸／光デジタル入出力

DSD再生に対応したUSB-DAC機能を搭載。

最大192kHz/24bitのPCM信号に対応する同軸デジタ

ASIOドライバーによるネイティブ再生および、DoP

ル入力を1系統、光デジタル入力を2系統装備していま

「DSD Audio over PCM Frames」
による、
PCからのDSD

す。C Dプレーヤーなどのデジタル機 器を接 続し、
HD-DAC1のD/Aコンバーター、
アナログ出力回路を通

USB-B／同軸デジタル／光デジタル入力
対応フォーマット
入力端子 フォーマット

192kHz/24 bit PCM対応

フロントUSB-A入力

PCM信号については、最大192kHz/24bitまで対応。CD

iPod/iPhoneとのデジタル接続とUSBメモリーからの
ファイル再生（MP3 / WMA / AAC / WAV）
に対応する
USB-A端子をフロントパネルに装備。最大48 kHz/16
bitの信号に対応しています。

同軸/光

サンプリング周波数

ビットレングス

PCM

32/44.1/48/88.2/
96/176.4/192 kHz

16/24 bit

DSD

2.8/5.6 MHz

1 bit

PCM

32/44.1/48/64/88.2/
96/176.4/192 kHz

16/24 bit

USB-B

した高品位な音楽再生を行うことができます。

ティの音源をありのままに楽しむことができます。

11k

12k

13k

14k

15k

数多くのマランツ製スーパーオーディオCDプレーヤー
での採用実績があり、使いこなしを知り尽くしたシーラ
スロジック
「CS4398」を採用。DSD信号のダイレクト
8k

9k

10k

11k

12k

13k

14k

15k

16k(Hz)

アイソレーションシステム有

D/A変換と192kHz/24bitのPCM信号に対応し、情報
量の豊かさと空間表現力に定評がある高性能D/Aコ
ンバーターです。

定 評あるアナログ技 術にさらなる磨きをかけ、高 品 位な音の世 界を実 現

5 . 6 M H z D S Dネイティブ再 生 、1 9 2 k H z / 2 4 b i t P C M 、アシンクロナス伝 送に対 応

フォーマットの限界を超えた、
スタジオマスタークオリ

10k

DSD ダイレクト変換対応D/A コンバーター
「CS4398」

Analog Audio

USB-DAC

信号の転送に対応しています。

9k

アイソレーションシステム無

ことができます。

DSD対応USB-B入力

8k
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※対応OS：Windows ® Vista、Windows ® 7およびWindows® 8/8.1、
Macintosh® OSX 10.6.3 以降
※USB：USB 2.0 High speed / USB Audio Class 2.0
※ASIO / WASAPI (Windows)、Core Audio (Mac)対応
※Windows PCをお使いの場合は、接続する前にあらかじめマランツ
ウェブサイトから専用ドライバーをダウンロードし、PCにインストー
ルする必要があります。
※Mac OSをお使いの場合は、
ドライバーのインストールは不要です。
Mac OSはASIOドライバーに対応していないため、DoPによるDSD再
生のみ可能です。

HDAM ®搭載フルディスクリート・アナログ出力回路

カスタムブロックコンデンサー

D/Aコンバーター以降のアナログステージは、ハイス

アナログ回路電源用のブロックケミコンには、
ニチコン

ピードで情報量豊かなサウンドのために、
フルディスク

製のマランツ専用カスタムブロックコンデンサー
（3,300

リート構成のオーディオ回路としました。
マランツ独自

μF）
を使用しています。試作と試聴を繰り返し、最適な

の高速アンプモジュールであるHDAM ® 及びHDAM ® -

コンデンサーをニチコン社と共同開発しました。

SA2によって構成しています。左右チャンネルの等長、
平行配置を徹底してレイアウトすることにより、
チャン
ネルセパレーション、空間表現力を高めています。

シールドケース付きEIコアトランス

Others

可変／固定出力

電源供給に余裕を持たせ、常に安定した音楽再生を

■

2系統のアナログ音声出力
（可変／固定）
を装備。固定

た。
シールドケースに収めることで音質に悪影響を及

出力をプリメインアンプに接続してUSB-DACとして使

ぼす磁束漏れを抑え、
周囲の回路への干渉を抑制して

用できるほか、可変出力をパワーアンプやアクティブス

います。
ブロックごとに専用の二次巻線を用い、後段の

ピーカーに接続し、USB-DAC付きプリアンプとして使

整流回路や平滑回路も独立させることで、
回路間の相

用することも可能です。

互干渉を排除しました。

行うために、大容量EIコア電源トランスを搭載しまし

真鍮削り出しアナログ音声出力端子

■ ダブルレイヤードボトムシャーシ

■ アルミダイキャストインシュレーター
■ アルミフロントパネル

■ ポートホールディスプレイ

■ ディスプレイディマー/オフ
■ オートスタンバイ機能
■

低消費電力スタンバイモード

■ ワイヤレスリモコン付属

