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MA-500U USBオーディオアンプ

USBで簡単にパソコンに接続できる。縦置きスマートデザインのハイクオリティアンプ

オープン価格 2002/06/22発売
※この製品は現在出荷を完了しています。表記内容全般は発売時点のものです。

デジタル⾳楽の再⽣品質が⾶躍的に向上する特許技術「VLSC」回路搭載｜豊富な⼊出⼒端⼦装備で、
様々な機器を接続し、相互の録⾳再⽣が可能です。｜少⾳量時でも表現⼒のある⾳楽を楽しめる「アコ
ースティックプレゼンス」回路搭載｜オーディオ仕様の15W＋15Wのハイクオリティアンプを搭載
付属品︓リモコン、リモコン⽤単3電池×2、USBケーブル×1（1m）、CD-ROM
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MA-500U TECHNOLOGY -製品特⻑-

オンキヨーの特許技術「VLSC」回路搭載で、ハイレベルな再⽣品質を実現
D/A変換時に発⽣するパルス性のデジタルノイズを⼤幅に抑える画期的な回路です。従来のローパスフィル
ターでは実現できなかったパルス性のノイズを⾶躍的に低減した滑らかな⾳楽信号の⽣成 を実現すること
で、圧縮⾳源を含むデジタル⾳源の再⽣品質を格段に向上させています。

USB接続対応で⾼品位な⾳楽再⽣
パソコンとはUSBで簡単接続、パソコン内部のノイズに影響されることなく、ハイクォリティなD/A変換が
可能。パソコンで快適な⾳楽空間をつくりだします。

豊富な⼊出⼒端⼦を装備、多彩なオーディオ機器とも接続
フロントパネルにも光デジタル⼊⼒を装備するなど、豊富な⼊出⼒端⼦を搭載。通常の据え置き型オーディ
オ機器はもちろんのこと、ポータブルCD/MDもさらにはBSやCSデコーダーなども簡単に接続ができます。
デジタル⼊出⼒のサンプリング周波数は24bit/96ｋHzまで対応していますので、デスクトップで多彩なオ
ーディオ機器をまとめてこれまでにない⾼品位な⾳楽再⽣を楽しむことができます。
※パソコンから外部機器への録⾳はUSB経由ではアナログのみとなります。
また、外部機器からUSB経由ではパソコンへの録⾳はできません。

15W+15Wハイクォリティアンプ&独⾃の回路設計
出⼒15W+15Wのアンプを内蔵、回路設計をシンプル＆ストレート化することにより、⼊⼒信号を忠実に再
現します。また、⾳質にこだわったオーディオ部品の採⽤や最適な部品配置、さらには独⾃のグランド理論
に基づいたノイズによっても変動しない”グランド電位の安定化”を図るなど、徹底したノイズ低減と⾳質の
向上を実現しています。

⾳楽再⽣はリモコンで快適操作
オーディオ機器では常識とも⾔えるリモコン操作が可能です。ボリューム調整や⼊⼒切替がリスニングポジ
ションから簡単にコントロールできます。

アコースティックプレゼンス回路搭載
⾳の深みや空気感を増すために、表現⼒を向上させたアコースティックプレゼンス回路を搭載。低⾳を⾃然
に増し、⼩⾳量時でも⾳楽が持つ雰囲気感、⾳場の深みをプラスします。

縦型デザイン、⾼級感あふれるアルミパネル
デスクトップで違和感なく使⽤できる、スマートな縦型デザインです。また、フロントパネルには⾼級感あ
ふれるアルミパネルを採⽤、飽きのこないシンプルなデザインで⼤型ボリュームを採⽤するなど、操作性の
良さも実現しています。
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MA-500U SPECIFICATION -製品仕様-

■定格  

SN⽐ 100dB（USB→ANALOG IN 1）

周波数特性 20Hz〜20kHz（LINE OUT,＋0/－1dB）

定格出⼒ 15W＋15Ｗ（1kHz、4Ω）

全⾼調波歪率 0.1%（5W）

トーンコントロール TREBLE（10kHz︓＋8/－6dB）

デジタルINサンプリング周波数 32、44.1、48、96※1 kHz対応

デジタルOUTサンプリング周波数 32、44.1、48、96※1 kHz対応

⼊出⼒端⼦

LINE IN×2（ステレオRCA/ステレオミニ各1）
LINE OUT×1（ステレオRCA）
DIGITAL IN×3（光3）、DIGITAL OUT×1（光1）
USBポート×1、 サブウーファー出⼒×1（モノラルRCA）
ヘッドホン出⼒端⼦×1（φ3.5mm/ステレオ）
スピーカー端⼦（プッシュターミナル）

外形⼨法（mm） 245(H)×110(W)×256(D)mm

質量 3.3kg

消費電⼒ 25W（電気⽤品安全法技術基準）

  

■動作環境(ハードウェア)  

対応機種
USB規格Rev1.1に準拠したUSBポート標準装備のPC/AT互
換機（intel®製USBホストコントローラー推奨）
USBポート標準装備のMacintosh

OS

Windows®98、98SE、Me、2000、XP、Vista ⽇本語版
(32ビット)

※Windows® 7には対応していません
Mac®OS9.1〜9.2.2/10.1.1〜10.1.3以降

メモリ 64MB以上

接続⽅式 USB 1.1

その他 CD-ROMドライブ（ソフトウェアインストール時に必要）

※1︓96kHzの⼊出⼒はオーディオ機器からの⼊出⼒のみとなり、USB経由でのパソコンからの出⼒およびパソコンへの録⾳には対応していませ
ん。
※ デュアルCPU環境、またはサーバー・ワークステーション仕様のシステムでの動作につきましては、動作対象外とさせていただきます。
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