FURUTECH

¥14,800
（税別）
コネクター／ケーブルホルダー

¥19,800
（税別）
プラグホルダー

NCF Booster

NCF Booster-Signal NCF Booster-Signal-L NCF Booster-Brace

¥32,800
（税別）
¥19,800
（税別）
コネクター／ケーブルホルダー コネクター／ケーブルホルダー

❶NCF Booster-Brace●本体：NCF調合ナイロン樹脂
（静電効果）
●ハウシング：特殊アルミ合金ブラストおよびアルマイト処理●サイズ：
約54W×35H×106Lmm●質量：約100g●付属品：特殊粘着両面テープ
（強力粘着、残留接着剤なし） ❷NCF Booster-Signal-L
●クレイドル：フラットタイプ●高さ設定：一番低い位置での高さ23.8mm、延長81.4mm
（オプション追加可能）
●ベースユニット外部サイズ：
89.8×66.0mm●外部サイズ：46W×112L×23.8Hmm●質量：基本約130.5g、延長約177.5g●付属品：エクステンションシャフト
バー×2、固定リング×2本、特殊PU滑り止め透明マット×4個 ❸NCF Booster-Signal●クレイドル：フラットタイプ●高さ設定：一番低
い位置での高さ44mm●外部サイズ：約94.1×99.7mm●高さ設定：基本82.5mm、延長142mm
（オプション追加可能）
●質量：基本
約280g、延長約340g●ベースユニット素材：オーディオグレードABS樹脂、鉄製カウンターウェイト、シリコン注入・鉄製衝撃吸収プレート
●付属品：エクステンションシャフトバー×2、固定リング×2 ❹NCF Booster●クレイドル：カーブドタイプ●トップクランプ素材：特殊ス
テンレスブロックとオーディオグレードNCF調合ナイロン樹脂●外部サイズ：約94×99.7mm●高さ：基本80mm／延長140mm
（オプショ
ン追加可能）
●質量：基本580g、延長630g●ベースユニット素材：オーディオグレードABS樹脂、鉄製カウンターウェイト、シリコン注入・
鉄製衝撃吸収プレート●付属品：エクステンションシャフトバー×2、固定リング×2 【共通仕様】●構造：独自調合マルチマテリアルハイ
ブリッド構造●クレイドル素材：オーディオグレードABS樹脂とNCF調合ナイロン樹脂
（静電気および振動対策）

通しがいい。解像度を 倍くらい
上げた感じ。音の表面の凹凸がよ
く出てくる。ノイズフロアが低く
なりつつ、力感は減っていない。

◦フォノＥＱの電源ケーブルのコネクター下に
ＮＣＦ Ｂｏｏｓｔｅｒを設置

◦電源ボックスのプレーヤー電源プラグに
‐Ｂｒａｃｅを設置
ＮＣＦ Ｂｏｏｓｔｅｒ

音が前に出てニュアンスを増す

アナログプレーヤーは例え高級モデルを導入しても、
それで安心してはいけない。環境整備と使いこなし如何で、得られる音のクオリティは大幅
に変わるからだ。ではどんな対策が効果的なのだろう。
ここではケーブル周りの環境を整えるフルテックの最新アイテム達で、
その音質向上の変
化を徹底検証する。まさかと思われがちな、アナログプレーヤーの電源ケーブル交換、
そして新たな必須アイテムとして国内外で話題のNCF
Boosterシリーズは、
どこまで高度な成果をもたらすのだろうか。
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FURUTECH

NCF Boosterシリーズ

＆ 電源ケーブルThe Roxy
＆ アナロググレードアップツール

【NCF Boosterシリーズ】❶～❹左ページを参照
【電源ケーブル】❺The Roxy
（￥25,000／1.5m）
●導体：銀コーティングα-OFC×37本／0.26mmφ×2極●アース：α-OFC導体×37本／0.26mmφ×1極●絶縁体：オーディオグレード
PE●定格：15A 125V A.C.●端子
（純銅に24k金メッキ）
：電源プラグFI-11M-N1
（G）
、IECコネクター（スリムタイプ）
FI-C15
（G）
【フォノケーブル】❻Ag-16
（￥93,000／1.1m、RCA/DIN）
●導体：α-導体
（純銀コーティングα-OCC）●シールド：3層●端子：ロジウムメッキ接点
（DINおよびRCA）
（￥47,600）
●サイズ：高さ27.5mm×79mmφ●質量：350g●材質：非磁性体ステンレスブロック＋高性能制振シート●仕上げ：クロスカーボンファイバー
【ディスクスタビライザー】
❼Monza
【ディスクスタビライザー】❽Monaco
（￥29,800）
●サイズ：高さ28.0±0.5mm×45mmφ●質量：210g±5g●材質：非磁性体ステンレスブロック＋高性能制振シート●仕上げ：クロスカー
ボンファイバー
（¥13,800
（4本組）
●導体：0.20mmの純銀メッキα（Alpha）OCC導体×7本撚り●端子：無垢燐青銅の精密削り出し、ロジウムメッキ●被覆：特殊オ
【リードワイヤー】❾La Source 103
ーディオグレードPE
【リードワイヤー】
La Source 101
（¥28,400
（4本組）
●導体：0.16mmの純銀α-導体×7本撚り●端子：無垢燐青銅の精密削り出し、ロジウムメッキ●被覆：フッ素樹脂 ※価格は各税別

ＮＣＦ Ｂｏｏｓｔｅｒシリーズを
肝となる箇所へ投入して聴く

テクニクスＳＬ ︱１０００Ｒに、
フルテックのＮＣＦ Ｂｏｏｓｔ
ｅｒシリーズなどを適宜付加して
いった。結果はとんでもないレベ
ルの再生音に到達できた。レファ
レンスは、カートリッジがフェー
ズメーションＰＰ ︱２０００、ア
ンプ類はアキュフェーズで、Ｃ ︱
３７、Ｃ ︱３８５０、Ｍ ︱６２０
０でＢ＆Ｗ／８０３Ｄ３を鳴らす
システム。テスト音源は２曲で、
ビル・エヴァンス・トリオ『ワル
ツ・フォー・デビイ』からタイト
ル曲。そしてグリュミオーがソロ
ヴァイオリンを弾いている『パガ
ニーニ／ヴァイオリン協奏曲』の
３楽章。元の音を確認してから、
次々とアクセサリーを投入してい
った。

◦プレーヤー電源ケーブルをＴｈｅ Ｒｏｘｙに交換
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空間を広げて倍音を一層引き出す

http://www.furutech.com

❶
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導体は銀コーティングしたα ︱
ＯＦＣで、外径は ㎜。エヴァン
スでは全体に純度が上がり、高域
に繊細な響きを感じさせつつ、低
域のエネルギー感も高くなる。音
像の間に空間があったが、それが
更に広くなり、音像の輪郭がすっ
きり。パガニーニではソロヴァイ
オリンの高域の倍音がより響きつ
つ、中域からのつながりも良くな
る。サウンドステージ的にも前後
の定位が明確に。演奏自体がキビ

ＣＡケーブルの途中をＳｉｇｎａ
ｌで支える」とやっていったが、
音の情報量は右肩上がりに増える
一方で、ネガティブな部分は一切
出てこない。
最初からの音の変化を、渓谷に
渡るロープに例えてみよう。初め
は霧が出ていて、ロープがうっす
ら見えているだけだったのに、霧
が晴れ、空気が澄み渡り、最終的
にはそこに人がぶら下がっている
とか、人の表情まで見えてくると
か、ロープがナイロンを撚ったも
のであるとか、そんなところまで
聴こえてきてしまう変化。なにし
ろ音の情報量が凄く増え、よく立
ち上がり、切れ込み、向こうから
音や音楽が来てくれる。そのリア
リティの素晴らしさ。ＮＣＦ Ｂ
ｏｏｓｔｅｒシリーズなしには、
到底この再生音の世界には到達で
きないだろう。実に凄かった。

純銀コーティングα-occを導体とする、同社ミドルクラス
のモデル。最低域方向にレンジが広く、
エネルギー感も
余裕がある。高域のメタル楽器などを、見事に質感表
現してくる。反応が良く、音の立ち上がりも揃っている。
素材自体が良質の導体で、
より多くのエネルギーを届
けてくれる印象だ。特に低域や最低域は、
その素材や
構造の優位性を感じさせる。使い込むほどに魅力を高
めていく、素性のいいフォノケーブルである。
（鈴木 裕）

URL

フルテックのNCF Boosterシリーズと
電源ケーブルでアナログプレーヤー周りを
クオリティアップ！
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FURUTECHのフォノケーブル
Ag-16（DIN/RCA）を聴く

●取り扱い：フルテック
（株）〒142-0041 東京都品川区戸越3-9-1フルテックビル TEL：03-6451-3941

テクニクスSL-1000Rで検証する

❽
●

エヴァンスでは、サウンドステ
ージ全体が手前に出て展開。ノイ
ズフロアが更に下がり、いろんな
ニュアンスが増している。特徴的
なのはエヴァンスのピアノの存在
感が大きくなってくることで、最
初から比較すると歴然と良く聴こ
えるように。パガニーニでも解像
度を更に上げた感じ。オケ全体の
鳴りもいいし、その推進力も削が
れていない。
それにしても、プラッターを回
すモーターとその制御系にしか電
源を供給していない電源ケーブ
ル。その電源プラグを差している
電源ボックス上に、ＮＣＦ Ｂｏ
ｏｓｔｅｒ ︱Ｂｒａｃｅをプラグ
と接触していない状態で置いただ
けなのに。この効き方には本当に
驚かされる。

◦さらに適材適所で追加導入を実施

情報量を右肩上がりに増やし
ネガティブな点は出てこない

この後は端折ると、
「前述の状
態に更にＢｒａｃｅをプリとフォ
ノＥＱの電源プラグが差さってい
る電源ボックス上に置く」「フォノ
ケーブルのプレーヤー直近にＢｏ
ｏｓｔｅｒ ︱Ｓｉｇｎａｌを追
加」「フォノＥＱに繋がるフォノケ
ーブルの途中をＳｉｇｎａｌで支
える」「フォノＥＱからプリへのＲ
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空間表現も音色も更に向上

使用例。
「NCF Booster-Brace」
は、電源プラグを囲むように配置す
る。右写真のように2段重ねにすると、効果を更に増強できる

キビした感じに。
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◦電源ケーブルのコネクター下に
ＮＣＦ Ｂｏｏｓｔｅｒ
‐Ｓｉｇｎａｌ ︱Ｌを挿入

❷
●

FURUTECH

深くなり、定位が明確に。サーフ
ェスノイズが低くなったかのよう
な感じ。食器が触れ合う音や、ス
ネアのスプリングが鳴っている成
分が克明に聴こえてくる。パガニ
ーニでは付帯音が減少し、実に見
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見通しが向上して定位も明確化

エヴァンスでは空間の奥行きが

❹
●

エヴァンスでは空間の奥行き、
見通しの良さや分解能と、低域の
沈み込み、音の太さが両立。ガヤ
が実によく聴こえてくるが、全体
的なグルーヴ感も実に気持ちい
い。パガニーニではオケ全体の立
ち上がりのタイミングが合って、
俊敏な感じ。ただし、テンポ感が
速くなることはない。空間表現力
といい、音色のアキュラシーとい
い、どんどん良くなっている。

ＮＣＦ Ｂｏｏｓｔｅｒシリーズの驚くべき効果
適材適所の投入で、大幅な再現力の向上が確認できた

Recommended Products ︱ FURUTECH NCF Booster Series
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