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やわらかな時間。
それは繊細な情緒を表現できる言葉をもっている。

それは上質な空間をつくりあげる感性をもっている。

ジャストA4サイズ※の本格的な真空管オーディオシステム。

NeoClassico～ラックスマン遺伝子の伝承者。

クラシックからジャズ、ポップスと、深く濃い音の表情に触れる、戯れる。

さあ、もう一度、お気に入りの音楽に没頭する贅沢な時間を取り戻そう。



For your only music experience

NeoClassico series

NeoClassico
シリーズ名のNeoClassico（ネオクラシコ）は、ラックスマンと真空管の歩んだ長い歴史への回帰と新たなる可能性への探求を、
18世紀ヨーロッパにおいて広まった古代ローマへの回帰運動＝新古典様式になぞらえて名付けられました。





ラックスマン80年の歴史が、すべての音楽体験をやさしく包みこむ。

1925年大阪。日本最古の額縁輸入商である錦水堂（ラックス
マンの前身）の一角でラジオ部が産声を上げました。当時は
ラジオ放送の黎明期。受信機を自作しようにも部品はすべて
輸入品に頼るほかなく入手は困難を極めていた時代に、ラジ
オファンの熱い想いを受け止め、絵画や額縁を輸入する中で
海外のさまざまな情報を入手、創業初年度からラジオ知識の
解説書を独自に編集・発行しながら自作部品や製品の研究
開発に着手したのでした。その後の歩みは、日本のオーディ
オの歴史をそのまま語ることになろうかと思います。当時、店
頭に陳列したラジオの音の素晴らしさに往来の人々がみな
立ち止まって耳を傾けていたあのときから、ラックスマンの
音質追求の原点は、80年を超えても変わることはありません。

よりよい音を求めて、ラックスマンがめざしたこと。それは音
質に関わるあらゆる部品を自ら改良していくという終わりな
き技の追求でした。私たちはバリコンやスイッチ類にはじま
り、測定機器までも自主開発してきました。そうしてたどり着
いた完成品型オーディオアンプの最初の銘機。戦前戦後の混
乱を乗り越えて、1963年、木製キャビネットにアルミ削り出し
フロントパネルが美しい真空管プリメインアンプSQ-38に結
実したのです。アンプメーカーとしての地位を確立したラック

スマンは、その後38をゴールデンナンバー化し、70周年記念
モデルSQ-38Sまで続く人気シリーズとして音の遺伝子を受
け継いできました。
今回ご紹介するNeoClassicoにも、こうした幾多の製品群の
価値観が存分に投入されています。往年の銘機と同じDNAを
持つ誇り。NeoClassicoによって、60～70年代当時のジャズ喫
茶などでは必ずといっていいほど置かれていたハイファイ・
アンプの定番であるあの艶と暖かみのある音を、再び存分に
お楽しみいただけるのです。

創業80周年を迎えた2005年、ラックスマンは自分たちが考え
うる最高のオーディオアンプを作るべく、すべての技術と経
験を結集してフラグシップモデルC-1000f、B-1000fを世に
送り出しました。その開発によって得られたのは、必ずしも
革新的な回路方式でなく、
オーソドックスな基本技術
をさらなる高みに昇華させ
るノウハウと、根気のいる
チューニング作業による大
きな効果でした。
シンプルな回路構成と、音
質に関わる主要パーツの組
み合わせを徹底的に吟味し

作り上げたNeoClassicoは、まさにフラグシップと同じ価値観
で実現された、最もコンパクトで本格的な真空管オーディオ
システムなのです。ボーカルやアコースティックな楽器の再
生に特に魅力を発揮するといわれる真空管を採用したプリメ
インアンプを中心に、CD専用の2チャンネル設計によって充
分な物量の投入と強固なメカニズムサポートを実現したCD
プレーヤー。深みのあるピアノ塗装仕上げによるブックシェル
フ・キャビネットに小音量再生時の性能を重視したウーハー
ユニットをマウントした2ウェイ・スピーカーシステム。システ
ムだからこそ、すべての音質、音色をトータルコーディネート
できる。その大きなアドバンテージは、2007年のオーディオラ
イフに画期的な変化をもたらすと確信しています。

コンポーネントとしてシンプルであり、かつハイクオリティで
あること。現代のオーディオファン、音楽ファンのライフスタ
イルや価値観にぴったりと寄り添うようなものをつくりた
い。それゆえに、ラックスマンはとかく物量を重んじるオー
ディオの世界観では二律背反するテーマに挑みました。曲
面を構成しないシンプルなアルミパネルによって形づくら
れたジャストA4※の本体サイズ。横置き・重ね置きにも対応
した高剛性でコンパクトな筐体は、今までになかった新しい
音楽の試聴スタイルを提案します。オーディオ専用ラックか
ら飛び出して、リビングのローボードや書斎の本棚など、自

【哲学】創業時から変わらないラックスマンのフィロソフィー

　　　　　　　　70年代、洋楽が全盛だった頃、

　　　ラジオから流れるヒットチャートを一生懸命書き留めていた。

　　　　　　　　　　　　　　　次の日、教室はヒットソングの話からはじまった。

　　　　　　　指揮者で聴き比べていたクラシックの名盤も、

大人になって初めて行ったジャズクラブの生音の感動も、

　　　　　　　　　　　　　　　　リアルな音楽体験は、誰にも邪魔されない。

　　　　　　　あの瞬間、瞬間は、確かに自分だけの宝物だったのだと、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いま数十年経って気づかされる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オーディオに帰ろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラックスマンが80年を超える経験をもとにつくりあげた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真空管オーディオシステム NeoClassico（ネオクラシコ）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　往年の銘機のエッセンスを盛り込んだ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フルファンクション・コンポーネント。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　真の音楽再生を知るものが醸し出す本物の香りは今、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　何ものにも代えがたい安心感で満たしてくれる。

【歴史】往年の銘機の遺伝子が息づいたNeoClassico

【真空管】NeoClassico＝真空管オーディオシステム

【コンパクト】A4サイズによって生まれた新たな価値観



うつくしいモノだけをそばにおきたい、筐体の美学。

建築誌を眺めているのが好きだ。

　　　　　　　　　アーキテクトの世界に感じる数学的な美しさと音楽。

　　　バッハの楽譜が美しい構造物のように見えるのも、どこか共通したものがあるからだろう。

　　　　　　　　　ジャストA4サイズ※の筐体に秘められた美学。

　　　　　　　　　　　　　それは生まれながらにして決められている宿命なのか。

　　　　　オレンジ色のやわらかな光を放つ真空管と、その映り込みさえも演出として考慮した

　　　　　　　　　　　　　　　　　ソリッドで精緻なブラスターホワイトのボディ。

　　　　　　　都市のランドスケープが環境デザインのメインテーマであるように、

　　　　　　　　　　　　　　室内の景観をNeoClassicoが創っていく。

　　　　　　　　　より豊かに、より濃密に、音楽を聴く貴重な時空を光と影が美しく彩る。

　　　　　　　　　　　　　　うつくしいモノだけといっしょにいたい。

　　　　　　　　　　　　わがままと言われようと、それは正しい欲求なのだ。

由に設置場所を選び、デジタルソースだけでなく、お手持ち
のレコードプレーヤーをつないだ本格的なアナログ演奏
や、ヘッドフォンを使った高品位なダイレクトリスニングの
世界も実現しているのです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ラックスマンがハイエンド・オーディオメーカーであるゆえ
ん、それは徹底した音質チューニングの作業にあてられた
膨大な時間とノウハウです。基本性能を十二分に達成する
のは当たり前として、何度も試聴を繰り返しながら各パーツ
の調整を細かく実施していくという、まさにコンポーネント
に「音楽性」という名の命を吹き込む作業は、オーディオ機
器が単なる実用品ではなく、使用するユーザーの感性に触
れる趣味の機械であるという証明でもあるのです。
NeoClassicoでは、システムとしての音質的なマッチングは
もちろんのこと、個々のコンポーネントとしての音質にも一
切の妥協はありません。

オーディオ機器における筐体の理想ー妥協を許さぬ高剛
性ボディであること。それはたとえコンパクトサイズになっ
たとしても変わることのない価値観です。NeoClassicoは上
面から前面に向けて押し出された曲面をもたない4mm厚

のアルミ・モノコックボ
ディで構成されています。
構造ネジを表面に一切見
せない徹底したシンプル
なデザインでありながら、
重量パーツをパネル内部
に吊り下げ固定するアン
ダースラング構造シャーシ
によって、小さな筐体でも

高い制振性を発揮します。また、オレンジに統一されたイン
ジケーター類と真空管のほのかな灯り。力強さと繊細さを併
せもった美しさをそこに感じていただけるでしょう。

オーディオ機器を操作する悦びは、装着されたノブの質感
によっても大きく左右されることでしょう。NeoClassicoでは、
操作部分の手に触れる感触や
回転の節度にも気を配った砲台
型入力セレクター、インジケー
ター付きボリュームノブなど、音
楽を深く楽しんでいただくため
の演出も怠ることはありません。

真空管プリメインアンプ SQ-N100 ●フルファンクション・プリメインコンパ
クトではあっても機能に妥協せず、本格的なプリメインアンプ機能によっ

てオーディオシステムのコントロールセンターとしての役割を果たしま

す。●定格出力12W一般家庭における必要充分な出力12W／6Ωを確保。
高能率な純正スピーカーS-N100との組み合わせでさらにパワフルな演

奏を楽しめます。●真空管ロシア製の高品質な出力管（EL84）を24時間
エージング後に選別し使用。真空管ソケットには接触抵抗値の低い金メッ

キタイト製を採用しました。●高剛性アルミ外装 4mm厚のアルミ・モノ
コック構造。重量パーツを吊り下げ固定したアンダースラング方式を採用

しています。●OY-14タイプ出力トランスコアサイズを往年の銘機SQ-38Ｄ

MM PHONO
EQUALIZER AMP

PHONO

INPUT SELECTOR

VOLUME

FLAT AMP TONE AMP

BASS/TREBLE LINE
STRAIGHT

CD

LINE-1

RIAA

LINE-2

【音質】徹底した音質チューニングで実現する高い音楽性

【デザイン】力強さと繊細さを併せもった高剛性ボディ

【こだわり】手に触れて楽しむオーディオの演出

※「ジャストA4サイズ」には、ノブ・端子類の長さは含みません。

SQ-N100 ブロック ダイアグラム



自らをコントロールする。デザインを超えた感触と息づかい。

　　　　　　　　週1のスポーツジムは欠かさない。

　　　　　　　　　　　　　職人技といわれる仕事ぶりに共感する。

　　　　　誰に背中を押されるわけではなく、

　　　　　　　　　自分自身を自らの意思でコントロールすること。

　　　生活を楽しむというより、生活を設計するという感覚。

　　　　　そんなストイックさが、ほどよい緊張感と満足感を生むのだろう。

　　　　単に目に映るだけのデザインではなく、

　　　　　　　　触れたときの感触、操作したときの節度感にいたるまで、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大人のヨロコビは隠されている。

　　　　　　　　　　じっくりと時間をかけて仕上げられたノブ類。

　　　　　　クラフトマンの細かな心遣いを感じるままに、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　今宵、音楽を肴にグラスを傾けよう。

　　　　ウッドベースの弦の響きが指に伝わるほど、そのこだわりは息をしている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　いま、一人の時間がやわらかい。

　　　　　　

搭載のOY-14と同タイプとすることで、高レギュレーションでゆとりのある

スピーカードライブを可能としています。●インジケーター付きモーターVR
音量位置を指し示すインジケーター付きボリュームノブ。リモコンによる

ミュート時に点滅し、リスニングポジションからの高い視認性を実現しま

す。●トーンコントロール設置環境や音楽ソースに合わせた細かな音質調
節を可能としたバス／トレブル方式のトーンコントロール機能を搭載。音

の純度を徹底的に高めたい方のためにラインストレート機能も用意しま

した。●PHONO対応アナログシステムの接続に対応するMMフォノイコラ
イザーアンプを内蔵。本格的なレコード演奏を楽しめます。●ヘッドフォン
出力標準プラグに対応したヘッドフォン出力端子を装備しています。

プラグ挿入時は自動的にスピー

カーへの出力が切れる設計に

なっています。●18mmピッチ端
子ハイエンドクオリティのライ
ン接続ケーブルにも対応した

18mmピッチの入力端子を装着

しました。●ACインレット対応システムのグレードアップを図れるACイン
レットの採用によって純正以外のハイエンド電源ケーブルも装着可能で

す。●総重量11.5Kg A4サイズというコンパクトな筐体ながら、充実した大
容量パーツの採用により、しっかりした完成重量に仕上がりました。●カー
ドリモコンリスニングポジションのまま音量操作が可能な、小型カードリ
モコンを付属しています。

CDプレーヤーD-N100 ●CD専用設計 2チャンネルに特化した回路構成に
より、コンパクト化と高音質化の両立に成功しました。●高音質DACなめら
かなアナログ波形の生成を行なう192KHz／24ビット対応のバーブラウン

社製DAコンバーターを搭載しました。●吊り下げ構造 SQ-N100同様のア
ンダースラング構造を採用。重ね置きにも対応した高剛性なシャーシ構

造になっています。●スタビライザーパネル製品上部には、CDメカニズム
の回転安定性を高めるリジッドな大型アルミパネルを装着しています。
●デジタル出力 DAコンバータを接続してのシステムアップやCDレコー
ダーへのデジタル録音などを可能にします。●18mmピッチ端子ハイエン
ドクオリティのライン接続ケーブルにも対応した18mmピッチの出力端子

を装着しました。●ACインレット対応システムのグレードアップを図れる
ACインレットの採用によって純正以外のハイエンド電源ケーブルも装着

可能です。●多機能リモコン CDプレーヤーの全ての機能に加え、SQ-N100
の音量も操作可能な多機能リモコンを付属しています。

スピーカーシステムS-N100 ●130mmウーハー
ユニット小音量時のクオリティを重視した、リニ
アリティの高いグラスファイバー製ハイブリッド

タイプのオリジナルユニットを採用しました。
●25mmツィーターユニット不要な共振の少な
い一体型アルミ・ダイキャストフレームを採用し

たシルク製ドーム型ユニットを採用しました。
●ネットワークウーハーユニットの自然な音色を最大限に生かすため、
6KHzをカットオフとしたフルレンジ＋スーパーツィーター的な構成としま

した。●高能率設計 SQ-N100との組み合わせを
重視し、小出力時の鳴りっぷりの良さを実現す

る高能率90dBを達成しました。●エンクロー
ジャー 15mm厚のMDFに6回塗装によるピア
ノ・フィニッシュで仕上げた、深みのある美しい

マルーン（栗色）カラーを採用しました。

品質への自信と万全のサポート体制
ラックスマンでは、出荷する全製品に対し一台づつ厳格な性能

チェックを実施し、個別の履歴を保存管理しています。

また、製品ごとに定められた無償保証期間（本製品では2年）を過

ぎても、創業以来の全製品の修理／メインテナンスを受け付けて

います。10年、20年後にも安心して使用し続けられるブランドとし

て、ラックスマンは多くのお客様にお選びいただいています。

※一部の製品の専用部品等すでに在庫の切れてしまったものに関しては、
　該当部位の修理ができない場合もあります。

MUTE

PRE DRIVER PHASE INVERTER PUSH-PULL
OUTPUT TRANSFORMER
UL CONNECT

PHONES

SPEAKER

UL

UL

＋B1

＋B2

NFB

BIAS

BIAS

ECC83 ECC82 EL84



●規格および外観は予告なく変更することがあります。

●SQ-N100は安全のため、必ず真空管カバーを取り付けた状態で

ご使用ください。

●製品の保証期間は購入日より2年間(真空管等の消耗品は1年間)です。

●真空管製品は電源オン時、本体が熱くなりますのでお子様などが

触れないよう注意してご使用ください。

●製品間を接続するためのラインケーブル、スピーカーケーブルは

付属していませんので別途お求めください。

●本カタログ中、写真のスピーカースタンドはイメージです。

本体には付属していません。

●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、感電等の原因となることがあります。

SPECIFICATIONS

対応ディスク

量子化ビット数

サンプリング周波数

チャンネル数

周波数特性

全高調波歪率

ダイナミックレンジ

S/N比

出力レベル

デジタル出力

プログラム再生

消費電力

電源電圧

付属品

重量

コンパクトディスク・デジタルオーディオ

16ビット

44.1KHz

2（ステレオ）

DC～20KHz

0.005%以下 （1KHz）

95dB以上

92dB以上

2V

光（TOS-LINK）、同軸（RCA）

最大30曲

15W（電気用品安全法）、0.1W（スタンバイ時）

AC 100V（50／60Hz）

リモコン、電源ケーブル

4.0Kg

タイプ

ユニット

インピーダンス

周波数特性

能率

許容入力

付属品

重量

2ウェイ・バスレフ方式

130mmウーハー

（グラスファイバー製ハイブリッドコーン）

25mmツィーター

（シルクドーム）

6Ω

50Hz～50KHz

90dB（1W・1m）

50W(連続)、100W(最大)

サランネット、すべり止め

6.0Kg（1台）

定格出力

入力感度

入力インピーダンス

周波数特性

全高調波歪率

S/N比

入力

出力

機能

回路方式

使用真空管

消費電力

電源電圧

付属品

重量

12W＋12W （6Ω）、10W＋10W （8Ω、4Ω）

ライン150mV、フォノ（MM対応） 2.2mV

47KΩ

20Hz～50KHz（－3dB 以内）

0.3%以下（1KHz 定格出力）

90dB 以上

ライン3 系統

フォノ（MM 対応）1 系統

スピーカー1 系統 

リモコン対応（音量）、ヘッドフォン出力

トーンコントロール（バイパス可）、AC インレット

AC アウトレット×2（非連動、最大計200W）

ムラードタイプUL 接続

ECC83×1、ECC82×2、EL84×4

95W（電気用品安全法）、71W（無信号時）

AC 100V（50／60Hz）

リモコン、電源ケーブル

11.5Kg

真空管プリメインアンプ

SQ-N100
 

　　　  

JANコード: 495813600037-0
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ラックスマン株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-1

tel.045-470-6991 fax.045-470-6997 www.luxman.co.jp
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メイン電源スイッチ

ヘッドフォン端子 リモコン受光部

電源スイッチ

アナログ出力端子

ACインレット

トーンコントロール入力セレクター

リモコン

リモコン

ACアウトレット音量ボリューム

ラインストレート・スイッチ

ACインレット

FLディスプレイ

デジタル出力端子
操作スイッチ

リモコン受光部

電源スイッチ

フォノ入力端子ライン入力端子

スピーカー出力端子 ※製品出荷状態では、真空管カバーが取り付けられています。

※製品出荷状態では、
　サランネットが取り付けられています。

コンパクトな筐体に真空管らしい艶と密度感のある
音質を実現したフルファンクションのプリメインアンプ。

コンパクトディスク・プレーヤー

D-N100
 

　　　  

JANコード: 495813601037-9

スピーカーシステム

S-N100
 

　　　  

JANコード: 495813602594-6

ドライブメカをサポートする吊り下げ構造を採用
192KHz／24ビットDAC搭載のCD専用プレーヤー。

小音量時の再生クオリティを重視した
大型マグネット搭載の高能率ブックシェルフ・スピーカー。

NeoClassicoシリーズについての詳細は

下記のホームページもご覧ください。

http://n eoclassico.jp

安全に関するご注意


