報道関係各位
株式会社東和電子は、Olasonic（*1）ブランドにおける NANOCOMPO（*2）シリーズの第 4 弾として、
バイアンプやモノラルでの使用も可能なステレオパワーアンプ『NANO-A1』を 11 月下旬より発売いた
します。
『NANO-A1』は、超小型サイズながら、これまで大型重量級のアンプでしか得られなかった瞬発力にあ
ふれるパワー感を実現しており、先に発売された『NANO-D1』と組み合わせるなど、置き場所を選ばず
に高音質をお楽しみいただけます。
加えて、この発売時より、NANOCOMPO シリーズは発売済の 3 モデルも合わせて、これまでのプラチ
ナホワイト色にシルキーブラック色を加えた 2 色展開となりますので、お好みに合わせてお選びいただ
くことが可能となります。
また、期間限定キャンペーンとして、「高音質 USB ケーブル

試聴用 4 本セット」プレゼントを実施い

たします。
NANOCOMPO のテーマは「良い音と暮らす これからのオーディオの形」
これからの据置型オーディオ機器は「可能な限り小さく」、「美しい佇まいで」、「買い足していける統一
されたデザインと操作性を持ち」、「パソコンとの親和性が高く」、「繊細かつ迫力ある音質をそなえたも
の」であるべきと考え、それを具現化するものとして NANOCOMPO の商品開発を行ってまいりました。
これまでに、USB DAC 内蔵プリメインアンプ『NANO-UA1』、世界最小サイズ（*3）の CD 再生機
『NANO-CD1』、ヘッドホンアンプ内蔵 D/A コンバーター『NANO-D1』の 3 モデルを発売しており、
今回発売の『NANO-A1』に加え、今後も更にこのコンセプトでの商品開発を発展させてまいります。
(*1) Olasonic は株式会社東和電子の登録商標です。
(*2) NANOCOMPO は株式会社東和電子の登録商標です。
(*3）2013 年 9 月現在、当社調べ

NANO-A1

型名

ステレオパワーアンプ
『 NANO-A1 』（プラチナホワイト）
『 NANO-A1(B) 』（シルキーブラック）

NANO-A1(B)

発売日

11 月下旬

メーカー希望小売価格

73,500 円
（税抜価格 70,000 円）

「NANO-A1」の特長
１、超小型サイズの高性能パワーアンプ
¾

NANOCOMPO 共通の特長である、ほぼ CD ジャケット 3 枚分という超小型サイズでアルミダ
イキャスト製の高剛性シームレスシャーシの中に、従来のオーディオアンプの常識を変える高性
能パワーアンプを収めました。

２、SCDS（Super Charged Drive System）方式により、56W+56W の出力を実現
¾

SCDS は、小信号時に余る電気を大きなキャパシターに蓄え、大信号時に大きな電流を供給する
というハイブリッドカーのような仕組みで、東和電子独自の電源供給方式です。バッテリーオペ
レートに近い動作により、数値では表せない瞬発力にあふれたスピーカー駆動を実現しています。

３、高音質を追求したデジタルアンプ「TPA3118」を搭載
¾

パワーアンプは、高音質デジタルアンプ「TI 社製 TPA3118」を 1.2MHz の高速スイッチング周
波数でドライブし、力強さと繊細さの両立を実現しています。

４、 ステレオ／バイアンプ／モノラルのモード切替機能を装備
¾

通常のステレオアンプとしての使用の他、更なる高音質化のためにバイアンプモード・モノラル
モードに切り替えて使用することが可能です。また、小型でハイパワーという特長から、AV マ
ルチチャンネル用のパワーアンプとしての使用にも適しています。

５、ハイパワーながら低消費電力を実現
¾

電源を有効に使う SCDS 方式により、最大出力時でも消費電力はわずか 45W です。

６、電源まわりの安定性・信頼性にも万全の配慮
¾

本体と AC アダプターの接続には安定性・信頼性の高い LEMO コネクター（*4）を採用しまし
た。また、AC 電源ケーブルには 3P インレットタイプを使用しており、ケーブルを交換してお
楽しみいただくことが可能です。

(*4）スイス

LENO 社製

LEMO コネクター
基板

「NANO-A1」主な仕様
LINE（RCA）

オーディオ入力

入力感度：0.85V、入力インピーダンス：20kΩ
[ステレオ]

スピーカー出力

56W+56W（4Ω）／28W+28W（8Ω）（ダイナミックパワー）
[バイアンプ（モノラル）]
56W+56W（4Ω）／28W+28W（8Ω）（ダイナミックパワー）
[モノラル]
56W（4Ω）／28W（8Ω）（ダイナミックパワー）
アンプ方式

SCDS（スーパー・チャージド・ドライブ・システム）方式

周波数特性

5Hz ~ 100,000Hz

電源

AC100V～240V（AC電源アダプター使用）

消費電力

スタンバイ時：0.5W、最大出力時：45W

カラー

プラチナホワイト[NANO-A1]
シルキーブラック[NANO-A1(B)]
149(W)×39(H)×172(D)mm

外形寸法

149(W)×33(H)×149(D)mm（突起部を含まず）
重量

1200g（アンプ本体のみ）

付属品

AC電源アダプター、AC電源ケーブル(3Pインレットタイプ)
RCAショートピン（1個）

既発売 3 モデルのシルキーブラック色追加
型名

発売日

USB DAC 内蔵プリメインアンプ
『 NANO-UA1(B) 』
（シルキーブラック）

11 月下旬

CD トランスポート
『 NANO-CD1(B) 』
（シルキーブラック）

11 月下旬

ヘッドホンアンプ内蔵 D/A コンバーター
『 NANO-D1(B) 』（シルキーブラック）

11 月下旬

メーカー希望小売価格

73,500 円
（税抜価格 70,000 円）

63,000 円
（税抜価格 60,000 円）

73,500 円
（税抜価格 70,000 円）

NANOCOMPO 期間限定キャンペーン
『高音質 USB ケーブル試聴用 4 本セット』プレゼント
期間

：2013 年 10 月 16 日～2013 年 1 月 15 日
（予定数に達した時点で終了となります。）

対象機種

：NANOCOMPO 全機種
NANO-UA1/UA1(B),NANO-CD1/CD1(B),NANO-D1/D1(B),NANO-A1/A1(B)

購入特典

：「高音質 USB ケーブル試聴用 4 本セット」
AIM、SUPRA、WIREWORLD、Zonotone 特製 USB ケーブル（20cm 仕様）

応募対象

①キャンペーン期間内に対象機種をご購入された方
②日本国内にお住まいの方
③「縦置きスタンド」プレゼントと「本キャンペーン」の何れかを選べます。

応募方法 ：10 月 22 日より Olasonic ホームページ上のキャンペーン告知サイトから申し込み
（詳細はホームページをご参照ください）
特典配送

：キャンペーン事務局よりお客様に直送いたします。

AIM

SUPRA

（21.5cm）

（20cm）

WIREWORLD

Zonotone

（23.5cm）

（21cm）

お問い合わせ先
【製造元】

株式会社

東和電子

〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-18-2
Olasonic サポートセンター
〃

【販売元】

ワッティービル 4Ｆ

TEL ：03-6303-9814
メール：support@twa.co.jp

ホームページ

http://www.olasonic.jp/

Facebook公式ページ

http://www.facebook.com/olasonic

完実電気株式会社
〒101-0051

東京都千代田区神田神保町3-25 住友神保町ビル

Tel.03-3261-2071
ホームページ

http://www.kanjitsu.com/

画像

NANO-A1 前面

NANO-A1 と NANO-D1 の組合せ
NANO-A1 背面

NANO-A1(B) 前面

NANO-UA1(B) 前面

NANO-CD1(B)前面

NANO-D1(B) 前面

