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「NCF Booster-Signal」 

プロが使いたくなる理由は？ フルテックのケーブルインシュレーターの活用術を専

門店に聞いた＜part1＞ 

季刊オーディオアクセサリー編集部 

 

オーディオ再生の音質向上には欠かせない、電源から信号経路までのさまざまなケーブル類のグレードアップ。

しかしケーブルを交換しただけで、安心はできない。大きなクオリティアップ・ポイント、“ケーブルの環境整備”

がまだ残されているからだ。 

 

ケーブルは振動や静電気などさまざまな外乱要因を受け、音質的に悪影響を被っているのが実状だ。その対策と

していま特に注目されているのが、製品の進化と充実が際立つ「ケーブルインシュレーター」である。その筆頭

として、導入効果も高く評価されているのが、フルテックの「NCF Booster-Signal」である。海外を含め、すで

に多くの実績を上げるこの「NCF Booster-Signal」にはどんな効果があるのか、そしてどう使いこなせば良いの

か。本記事では、音のプロフェッショナルであるオーディオ専門店の視点と、実際に導入したユーザー達の率直

な感想から、そのお薦め度を 2 回に分けて検証していく。 

 

 

フルテックの「NCF Booster-Signal」は、ケーブル受け（クレイドル）部がフラット形状のケーブル／コネク

ターで、ケーブルインシュレーターの発展型といえる製品 

 

NCF Booster-Signal とは？ 

■ケーブルの環境を整えて本来の伝送性能を引き出す 

 

Cables are highly susceptible to vibration and static 

interference which have a negative impact on the sound 

performance  

In this article we will look at Furutech’s very popular and 

highly regarded NCF Booster-Signal to why it is the choice of 

Pros and how to most effectively use it 
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フルテックが開発した「NCF Booster-Signal」（19,800 円･税抜）とはどんな製品なのか。「ケーブル／コネク

ターホルダー」というジャンルの製品になり、弛みや垂れ下がり、また無用な力がかかりがちな各種オーディ

オケーブルとその端子周りを支えて安定させるとともに、振動や静電気による悪影響を取り去る効果を発揮

し、クオリティアップを実現してくれるものだ。 

 

静電気除去効果を持つ特殊素材 NCF（ナノ・クリスタル・フォーミュラ）を採用するケーブル受け（クレイド

ル）部、そして強力な制振効果を発揮する「マルチマテリアルハイブリッド構造」など、音質改善のために吟

味された素材と入念な構造、そして応用のできる巧みな作りを採用していることが、この製品ならではといえ

る大きな特徴となっている。 

 

加えて「NCF Booster-Signal」は、従来のケーブルインシュレーターと比べて画期的な特徴を多く備えてい

る。豊富なオプションが揃えられ、使う場所に合わせて連結支柱で高さを伸張できること。さらにオプション

でホルダーを増やすなど発展・増強していくこともでき、段階的なステップアップも図ることができる。 

 

また姉妹品として「NCF Booster」（32,800 円･税抜）もあり、その違いはケーブル受け部が「NCF Booster-

Signal」がフラット形状であるのに対し、「NCF Booster」は電源コネクターに対応させたカーブ形状で、こち

らには重しとして上から押さえるトップクランプ（上部ウエイト）も付属されている。この「NCF Booster」

と「NCF Booster-Signal」は共通仕様で、複合させた使い方ができるのも特徴だ。 

 

 

フルテックの「NCF Booster」は、ケーブル受け（クレイドル）部が凹形状で、より電源ケーブルのプラグやコネクターに合致する 

 

このように、単純にケーブルを支えるケーブルインシュレーターとは異なり、機能や効果、そして使い勝手な

どで、大きな進化を遂げた先端アイテムということができるだろう。「優れたケーブル」が機器の性能を引き出

すための必須アイテムならば、「NCF Booster-Signal」はケーブル本来の性能を最大限に引き出すための環境を

“置くだけで作ってくれる”たいへん便利なクオリティアップアイテムなのである。 

（「NCF Booster-Signal」の紹介記事はこちらへ） 

 

「NCF Booster-Signal」の効果は、すでに国内外のオーディオファイルからリピーター購入が相次いでいるほ

か、高音質レーベルとして知られるオランダの「TRPTK」の録音にも本格導入されている。ケーブルにまつわ

るさまざまな外乱要因を取り去ることでケーブルが持つ本来の伝送性能を取り戻し、埋もれてしまっていたソ

ース元の微細な音の情報を伝達可能にするというのが、このアイテム導入による効果の総評といえるだろう。 

The NCF Booster-Signal is a next generation cable insulator 

and connector terminal stabilizer that can improve audio 

quality by eliminating static charge and vibration 

 

Furutech’s static neutralizing NCF material incorporated in 

the NCF Booster’s multi-material hybrid construction – a 

very effective resonance damping design    

Not only does the NCF Booster-Signal feature innovative 

technologies and excellent functionality, the series of NCF 

Booster products offer a range of optional parts (rounded 

and flat cradles for supporting connectors and cables, 

extension bars for increasing height and for combination 

figurations 

Using high-performance cables to get the best out of our 

components is well accepted, so we also must consider the 

use of the NCF Booster to get the best out of our cables 

The incredible popularity of the NCF Booster products in 

Japan and the fact that Pro Audio and high-resolution 

recording studios like TRPTK in the Netherlands are using 

them is testament to their positive effect on sound 

reproduction.   
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（「TRPTK」の情報はこちらへ） 

 

 
実際に「NCF Booster-Signal」を導入したユーザーの実例と感想、そして経験豊富な販売店の推薦ポイントをご紹介 

 

次項では、たくさんの製品を知る“音のプロ”、オーディオ販売店の実例に見る「NCF Booster-Signal」の使い

こなしと、ユーザーの導入事例と感想をご紹介する。 

 

■オーディオ販売店とユーザーの実例に見る効果的な使い方を紹介-part1- 

 

フルテックの「NCF Booster-Signal」は、さまざまなケーブル周りの環境を理想化することで、いままで埋も

れていた音の情報を引き出す新しいクオリティアップアイテムだ。オーディオ専門店は、販売する機器やケー

ブル本来の性能を引き出すため、店内のデモンストレーションにも「NCF Booster-Signal」を積極的に活用し

ている。これは、音のプロとしての豊富な経験に基づき、確かな効果を評価しているからこその導入といえる

だろう。 

 

では、オーディオ専門店はどんな使い方を実践して、またユーザーにどんな導入方法を薦めているのだろう

か。6 つの販売店およびユーザーの実例から探ってみることとしよう。今回は、その第一回目、3 店舗をレポー

トする。 

 

NCF Booster-Signalのお薦めする使いこなし － 福岡・アートクルー 

■福岡県・アートクルー（コメント回答/山本さん） 

福岡県福岡市早良区西新 7-1-9 TEL/092-842-2555 

アートクルーのウェブサイトはこちら 

 

 
アートクルー店内。「NCF Booster-Signal」をプリ・パワー間に使い、その有無で効果を確認いただいている 

 

音を追求するユーザーは、ケーブルを糸で吊るしたり洗濯バサミで浮かしたり、以前からいろいろな努力をさ

Next, we will introduce some feedback from “sound pros”, 

various HiFi stores and users that are achieving excellent 

performance with NCF Boosters in their systems  

https://www.phileweb.com/interview/article/201807/30/569.html
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れてきました。現在、アクセサリーメーカーから多種のケーブルインシュレーターが発売され、機器だけに頼

らない音質アップが可能になりました。 

 

当社がフルテックの「NCF Booster-Signal」をお薦めする理由は、固有のキャラクターや雑味が少ない上に、

楽器の分解能（混濁感改善）や 3D のような立体音場再現に優れているからです。また高さの変更ができるの

で、エネルギーバランスの調整や他のケーブルと接触しないレイアウトも可能になることも魅力です。 

 

店内ではプリ・パワー間に使って、有りと無しを確認いただいています。一般的なお客様には、まずはスピー

カーケーブルに使い、効果に満足されたら、次は電源ケーブルと提案しています。 

 

 
「NCF Booster-Signal」ユーザー宅のオーディオシステム。主役となるスピーカーはもちろん、部屋や電源環境にも配慮 

 
こちらはソース機器とアンプ群。いずれも最高峰の音を追求して設計された機器達だ 

 

写真のお客様は、アバンギャルドの Avantgarde TRIO を最高の環境で聴きたいと家を新築された方で、家の半

分をオーディオルームが占めます。オーディオルームの設計は日本音響、マイ柱上トランスとアース工事が出水

電器と、とことん音（音楽）を追求されています。 

 

 
プリ・パワー間のラインケーブルにセットされた「NCF Booster-Signal」 

We recommend Furutech NCF Booster products as they don’t 

color the sound and bring a three dimensionality to music. 

They are also height adjustable and can keep cables separated. 

In store demonstrations are very simple to carry out and 

differences in A/B demos when used in pre and main amps are 

remarkable.   
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スピーカーケーブルにセットされた「NCF Booster-Signal」 

 

自身のシステムについては、「移転後、約 1 年の間に幾度かセッティングを微調整してきました。ようやくスケ

ール感や全帯域のバランス、音色の統一など満足ができるようになりました」とのことです。さらなるステップ

としてプリ・パワー間のラインケーブル（約 8m）に、「NCF Booster-Signal」を 12 個、試聴のうえで高評価を

いただきました。次にスピーカーケーブルでも 8 個を試聴いただき、いずれもご購入されて現在に至ります。 

 

 
電源系のケーブルと信号系のケーブルを効率良く分離し、そして理想的な環境を整える 

 

●NCF Booster-Signalユーザーの感想 

 

「20 個の NCF Booster-Signal を設置しました。改めて、ケーブルが床からの振動から悪影響を受けていること

が一聴して分かりました。楽器の分離、鮮明度、解像度が格段に向上しました。また SN 比も高まり、前後左右

のステージ間もいままで以上に感じます。今後はベースユニットの高さを調整しながら、より再生音を追い込ん

で音楽を楽しみたいと思います」 

 

NCF Booster-Signalのお薦めする使いこなし〜静岡・すみやサウンドギャラリー 

■すみやサウンドギャラリー（コメント回答/遍照さん） 

静岡県静岡市葵区鷹匠 2 丁目 6-15 ウインズ鷹匠 102 TEL/054-251-1231 

すみやサウンドギャラリーのウェブサイトはこちら 

 

Over the past year since we introduced the NCF Boosters to our 

system we have made many positioning adjustments of the 

Boosters and have our system at optimal performance. We 12 

NCF Booster-Signals supporting power cords and another 8 for 

speaker cables.   

With 20 in our system we have an improved sense of scale and balance 

across the full range. Improved separation in instruments, greater 

resolution and a lower noise floor. 

http://www.sumiya-sg.co.jp/
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すみやサウンドギャラリー店舗入口 

 

当店では、プリとパワーアンプの間（アキュフェーズ C-3850 と A-75）を接続するバランス・インターコネクト

ケーブルとして、ハーモニックス製の 5ｍのケーブルを使用しております。このケーブルを、フルテックの「NCF 

Booster-Signal」を 6 個使って、床から完全に浮かせております。 

 

 
今回は「NCF Booster-Signal」をインターコネクトケーブルに 6個使用しているが、ケーブルや配線状況によっては、もっと少ない数でも完全

に床から浮かすこともできる 

 

「NCF Booster-Signal」にケーブルを載せた時と載せない時の音を聴き比べると、「月とすっぽん」「天と地」ほ

どの差がありまして、正直驚きました。使っていない時にはこれが当たり前だと思っていた音の印象が、使った

途端にそのサウンドイメージがガラリと変化しました。 

 

最大の変化ポイントは「音の見通し」です。粒立ちが良く、輪郭がはっきりした音になります。オーディオ的な

表現だと、S/N の良さということになりますでしょうか。音のにじみが無くなり、ピントが合った写真のような

サウンドが楽しめます。 

 

曖昧さのないクリアなサウンドは、最近のハイエンドオーディオに共通する世界で、多くの方々が「好ましい」

と感じる変化の方向だと思います。やはり、特殊素材 NCF によるノイズ低減効果と、ケーブルを宙に浮かせる

ことによる振動抑制効果なのかなと思いました。 

 

「NCF Booster-Signal」をケーブルから外してみると、分離の悪い、ベチャッとした感動のないサウンドになっ

てしまいました。いやはや、これはもう「NCF Booster-Signal」を外せなくなってしまいましたね（笑） 

 

We have 8 NCF Boosters lifting cables completely off the floor. Listening 

with the cables on and off the Boosters is like night and day. The first 

time a listener hears the difference, they are always surprised.  

The major change is the increase in resolution and clarity, or it can be 

said, a huge reduction in noise. 

We cannot live without them now. 
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インターコネクトケーブルを完全に浮かせて、床からの影響のみならず、他のケーブルとの交差も接触せず立体的に配線することができる 

 

今回は、プリとパワーアンプ間のインターコネクトケーブルへの挿入のみのご報告でしたが、これに加えてスピ

ーカーケーブルにも装着するとどうなるかは、是非また改めて検証をしたいと思っています。 

 

NCF Booster-Signalのお薦めする使いこなし〜横浜・オーディオスクェアトレッサ横浜店 

■オーディオスクェアトレッサ横浜店（コメント回答/根本さん） 

神奈川県横浜市港北区師岡町 700 トレッサ横浜南棟 3F（ノジマ内） TEL/045-533-5629 

オーディオスクェアのウェブサイトはこちら 

 

 

トレッサ横浜南棟 3Fにある、オーディオスクェアトレッサ横浜店の店内 

 

当店では写真のように、フルテックの「NCF Booster-Signal」をスピーカーケーブルのインシュレーターとして

常設展示をしています。「NCF Booster-Signal」の一番の魅力は、環境に応じてオーディオシステムの気になる

箇所に簡単に設置できることです。 

 

 
スピーカーケーブルのインシュレーターとして使用 

 

https://www.nojima.co.jp/
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当店の試聴室で、さまざまな箇所に「NCF Booster-Signal」を使用してみましたが、最も効果的だったのはスピ

ーカーケーブルの下に置き、床面にケーブルが接触しないようにする設置方法でした。床が全面カーペットのた

め、帯電している静電気を上手くコントロールすることによって、楽器の音離れが良くなり、より静かで奥行き

感のある空間で演奏を楽しめるようになります。 

 

 

床面にスピーカーケーブルが接触しないよう、複数個使用 

 

別売オプションのエクステンションシャフトバーを使用し、高さを変えることで更に高い効果を得られる 

 

また、写真のようにエクステンションシャフトバーを追加し、さらに床から離すことでより高い効果が得られま

す。環境に応じて個数を増やしたり、高さを変えることで、それに応じた変化を楽しむことができます。 

 

 

 
お客様の使用例。狭い場所なので、RCAケーブルの上面に接触させて使用している 

In our stores demo room, we found the NCF Booster-Signals most 

effective on the speaker cables. Lifting the cables completely off the floor 

improved separation in instruments and offered greater transparency. 

Surely the antistatic properties of the NCF Booster-Signals are at work 

here. 
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フラットな電源コネクターの場合、「NCF Booster」よりも、「NCF Booster-Signal」の方が収まりがよい場合もある 

お客様の使用例としては、上記 2 種類の使い方ともに、音の濁り感がなくなり、音楽が綺麗に広がるようになっ

たようです。お客様も気になる場所があれば、移動させたり、新たに追加したりと、いろいろ試せる点がメリッ

トだとおっしゃっていました。 

 

■NCF Booster-Signalの使いこなし、続編の-part2-も乞うご期待 

 

こうして見てきたフルテックの「NCF Booster-Signal」。その感想はいずれも顕著な効果があり、今後さらに増

設したいという声が多数のようだ。今回-part1-では 3 店舗のレポートをお届け下が、次回-part2-では別の 3 店

舗からのレポートをお届けする。ぜひお楽しみに。 

 

With NCF Boosters and NCF Booster-Signals set at components, you 

notice the immediate increase in definition and a more melodic sound. 

Part 2 coming soon 
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