
Never Heard Before
Close To Heaven

CTH-8550 Integrated Amplifier

プリメインアンプ CTH-8550 はパワーアンプ NHB-108 model one・プリアンプ NHB-18 NS と同じ原理で、オーバーオールのフィードバックなしの回路
を使用しています。  NHB シリーズの最大の魅力である「超忠実な音の再生」は、CTH-8550 にも受け継がれており、世界最高峰の Swiss made・
インテグレーテッドアンプの地位を確立します。製品名の CTH-8550 の「C T H」由来は、Close to Heaven（天国に近づく、の意味）の略。その
最高峰インテグレーテッドアンプが再生する音楽は、生きた響きを帯び、その非常に生 し々い響きは比類無き滑らかさを再現。音場も誇張しすぎる事なく、
ナチュラルに再生します。まさに、天にも昇る幸福感を感じるのです。CTH-8550 によって再現される音楽は、長く聴けば聴く程心の中に染み入り心の
奥底にある感受性に訴えかける。Close to Heaven の名前を、誇りを持って付けた darTZeel の Herve Deletraz・Serge Roch 両氏の想いを、
CTH-8550は伝えていくのです。

増幅回路は可能な限りシンプルにしましたが、出力段をパラレルにする事によりどんなスピーカーと組み合
わせても問題なくドライブ出来るようになっています。　
アナログ回路の安定化電源はすべてアナログ回路の近くに配置しており、これによりリップルを低減し、イ
ンピーダンスも低く抑える為、非常にローノイズな電源として音質に貢献します。
またオーディオアンプでは世界初である、アナログ回路の出力はデジタル回路の手法で DC ドリフト補正回
路が組まれています。OP アンプを使用せずとも直流が出力に出ないようになっており、音質劣化をせずシ
ステムに優しいアンプに仕上げています。
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Specifications of CTH-8550

入力はRCA・XLR・BNCから選択できます。
BNC50Ω電流伝送は Playback Designs SACDプレーヤー MPS-5 等に接続可能。工場出荷時にユーザー名登
録して出荷します。オーダー時にアルファベット 19 文字以内でお名前をお知らせ下さい。また MM・MC
のフォノ機能は、オプション（追加）で装備可能。

CTH-8550
プリメインアンプ

標準価格：  ￥3,500,000- （税別）

50ΩBNC電流伝送
darTZeel のアンプに標準装備されている ５０ΩBNC 接続により、RCAアンバランス・XLR バランス接続に比べ飛躍的な音質の向上を実現しています。通常はオーディオ信号を電圧ベースで伝送する所を電流ベース
で行う為、外部の干渉・内部の損傷が無くオーディオ信号を伝送する事が可能となりました。 設計者の Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏は、BNC 接続においてどれだけ長尺ケーブルを使用しても音質の劣化
は皆無だと主張しBNC接続を強く勧めています。
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darTZeelの初のパワーアンプ

NHB-108 model one。

設計者 darTZeelの Hervé Deletrazが 16年の研究の末に完成させ、

Serge Rockと共に世の中に送り出した 

マスターピースです。

その NHB-108 model oneの誕生から

更に 11年の時を経て

darTZeelとして培った 新しいテクノロジーを携え

モノブロックパワーアンプ  NHB-458が完成しました。

darTZeelのアンプは

もはや比類無き完成度を誇り、

その奏でる音楽を聴く時

「オーディオの完成形」を見たと

感じ得ずにはいられません。

darTZeelは未来のハイエンドオーディオの

伝説を作り上げていきます。

darTZeel（ダールジール）の設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が、16 年にも及ぶ研究の末に完成させた。
NHB-108 model oneとの非常にセンセーショナルな出会いから10 年の年月が経ち、モノブロックパワーアンプ NHB-458 が、2010 年のアメリカ・ラスヴェガスの CESと同時
開催のThe Showでデビューしました。
Hervé Deletraz 氏は目を輝かせて
「The NHB-458 has the linearity of a magnetic levitation train, and also the responsiveness speed of a Formula One !」
（NHB-458はリニアモーターカーの様なリニアリティと、フォーミュラーワン(F1) の様な反応速度を持っているんだよ！）
と言い、開発にあたり 長い期間と大きな開発費とエネルギーをかけた、絶対的な自信作品を見せてくれたのでした。
そのサウンドは Hervé Deletraz 氏が言う様に、NHB-458 はスーパーハイスピードでのレスポンスを実現し、Hervé Deletraz 氏によってアンプとしての究極形を具体的に形に
した物を 我々は目の当たりにしたのです。

NHB-458を完成させるにあたってHervé Deletraz 氏は、
「私の情熱を注ぎ込んで、全く妥協の無い アンプを作った結果がNHB-458なんだよ。  コストを抑える事もできた。だけどそれではdarTZeelのNHB-458ではなくなってしまう。」と、
妥協を全く許さない姿勢で、NHB-458を完成させたのです。

NHB-458の型式の「 N H B 」は、言わずと知れたNerver Heard Before（未だかつて聞いた事が無い）を意味し、 
「 4 5 8 」は 8Ω 450ワットのハイパワーである事を示します。

そのサウンドは、まさに型式のN H B（Nerver Heard Before：未だかつて聞いた事が無い）が示すように、今まで体験した事が無い程の現実感を帯びた 生きた音楽を再生。
NHB-458は darTZeel のデビュー作品であるパワーアンプNHB-108 model one が再生する ナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言った
すべての再生が各段に洗練さを増し、その再現性の高いピュアな音質は極限にまで高められたスピード感を帯びており、濁りの無い清み渡った音質表現を実現します。

NHB-458はエレクトロニクスを超越した存在と言えます。
どんなオーディオ的表現で語ろうともNHB-458のサウンドを表現するのに乏しく、まさに音楽情報の「そのまま」を出し切る純度の高さをNHB-458は再現するのです。
NHB-458は darTZeel 歴史のみならずオーディオの歴史に残る巨星となり、褪せる事無く その輝きを放ち続ける存在となる事でしょう。

NHB-458
モノブロックパワーアンプ

標準価格：￥22,000,000- （税別・ペア）

NHB-458 Monoblock Power Amplifier

207mm 

darTZeelの初のパワーアンプ

NHB-108 model one。

設計者 darTZeelの Hervé Deletrazが 16年の研究の末に完成させ、

Serge Rockと共に世の中に送り出した 

マスターピースです。

その NHB-108 model oneの誕生から

更に 11年の時を経て

darTZeelとして培った 新しいテクノロジーを携え

モノブロックパワーアンプ  NHB-458が完成しました。

darTZeelのアンプは

もはや比類無き完成度を誇り、

その奏でる音楽を聴く時

「オーディオの完成形」を見たと

感じ得ずにはいられません。

darTZeelは未来のハイエンドオーディオの

伝説を作り上げていきます。

darTZeel（ダールジール）の設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が、16 年にも及ぶ研究の末に完成させた。
NHB-108 model oneとの非常にセンセーショナルな出会いから10 年の年月が経ち、モノブロックパワーアンプ NHB-458 が、2010 年のアメリカ・ラスヴェガスの CESと同時
開催のThe Showでデビューしました。
Hervé Deletraz 氏は目を輝かせて
「The NHB-458 has the linearity of a magnetic levitation train, and also the responsiveness speed of a Formula One !」
（NHB-458はリニアモーターカーの様なリニアリティと、フォーミュラーワン(F1) の様な反応速度を持っているんだよ！）
と言い、開発にあたり 長い期間と大きな開発費とエネルギーをかけた、絶対的な自信作品を見せてくれたのでした。
そのサウンドは Hervé Deletraz 氏が言う様に、NHB-458 はスーパーハイスピードでのレスポンスを実現し、Hervé Deletraz 氏によってアンプとしての究極形を具体的に形に
した物を 我々は目の当たりにしたのです。

NHB-458を完成させるにあたってHervé Deletraz 氏は、
「私の情熱を注ぎ込んで、全く妥協の無い アンプを作った結果がNHB-458なんだよ。  コストを抑える事もできた。だけどそれではdarTZeelのNHB-458ではなくなってしまう。」と、
妥協を全く許さない姿勢で、NHB-458を完成させたのです。

NHB-458の型式の「 N H B 」は、言わずと知れたNerver Heard Before（未だかつて聞いた事が無い）を意味し、 
「 4 5 8 」は 8Ω 450ワットのハイパワーである事を示します。

そのサウンドは、まさに型式のN H B（Nerver Heard Before：未だかつて聞いた事が無い）が示すように、今まで体験した事が無い程の現実感を帯びた 生きた音楽を再生。
NHB-458は darTZeel のデビュー作品であるパワーアンプNHB-108 model one が再生する ナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言った
すべての再生が各段に洗練さを増し、その再現性の高いピュアな音質は極限にまで高められたスピード感を帯びており、濁りの無い清み渡った音質表現を実現します。

NHB-458はエレクトロニクスを超越した存在と言えます。
どんなオーディオ的表現で語ろうともNHB-458のサウンドを表現するのに乏しく、まさに音楽情報の「そのまま」を出し切る純度の高さをNHB-458は再現するのです。
NHB-458は darTZeel 歴史のみならずオーディオの歴史に残る巨星となり、褪せる事無く その輝きを放ち続ける存在となる事でしょう。

NHB-458
モノブロックパワーアンプ

標準価格：￥22,000,000- （税別・ペア）

NHB-458 Monoblock Power Amplifier

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、
BNC端子の3種類が使用可能となっています。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC
接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオーディ
オ信号を伝送します。
開発者のHervé Deletraz（エーベ・デレートラ）
氏は、darTZeelプリアンプNHB-18NSとの高
いマッチングにより、NHB-18NS の使用を強く
推薦しています。

Specifications of NHB-458

XLR

NHB-458 は革新的なデザインのオーディオ回路を搭載しており、ステレオパワーアンプ NHB-108 model one の高い正確性を誇る上品な音質と、プリメインアンプ CTH-8550 の
ハイパワーを備えたモデルになっております。NHB-458 の最新オーディオ回路はNHB-108 model oneと同じフィロソフィーを元に設計された、トータル回路でのネガティブ・フィー
ドバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。基本的にオーディオの音声回路にはスイッチや接点がありません。オーディオの音声回路のシグナルパス上には基本的に
スイッチやリレー等の接点が無く、入力段や出力段等 ネガティブフィードバックをかけていない回路設計になっています。( ※XLR 入力回路には音質を考慮した不活性ガス入り
密閉型リレーを使用 ）

オーディオ信号が入力から出力に行く間にNHB-108 model one は 6 つのトランジスターを通って増幅していましたが、さらなる簡略化を実現し、NHB458 では 3 つのトランジスターのみ
を使用して増幅しています。NHB-108 model oneの回路を更にシンプルな構造にする事は不可能だと思っていましたが、9年の開発とリサーチ期間が不可能を可能にしました。
このNHB-458に搭載されたハイクオリティの新回路はNHB-108 model oneを越えるスピーディな 再生を実現し、透明感、ダイナミクス、低歪率、等をより高い次元へと引き上げました。
「SCNP darTZeel network」回路を通してのネガティブフィードバックは、出力段のDCドリフトを最小限に抑えることができる先進的な回路です。
XLRバランス入力はアクティブバランス形式を採用しています。アクティブバランス形式の採用により、よりよい周波数特性と音の純度が得られました。
パワートランスを2kVAの大型トロイダルトランス（4kVA）1基を搭載して安定した電源を確保。ダイナミックなパワーを保持します。
蛍光ディスプレーとモニター回路用予備パワーは、専用の小型トランスから電源供給されます。小型トランスはメインのオーディオ用パワートランスに影響の無い様に配置され、アナログ回
路とデジタル回路間の電磁波が発生しません。
darTZeel の新設計の保護回路ですが、今までのアンプに採用していた保護回路より優れた設計になっており、音質を劣化せずアンプ保護に大きく貢献する設計です。

オーディオ回路の大きな変更点

darTZeel の先進的モニター回路

最新の保護回路

NHB-458のシャーシ設計
NHB-458モノブロックパワーアンプは最高のパフォーマンスを発揮する為、パーツ1つ1つに至るまで厳選されており、シャーシを組み立てる際に使用するネジは極端に少なく、アルミニウムとガラスボー
ドの組合せの緻密な設計となっております。　
CNC によって超精密に加工されたアルミニウムシャーシのパーツと電磁波対策を考慮に入れた強化ガラスボードを、卓越した技術者達によって丁寧に組み立てられる事によりシャーシ全体で非常に優
れた振動対策を実現。　
キャビネット自体の共振をほぼゼロにする事で外部の振動によるノイズを完璧にシャットダウンします。

darTZeel のデビュー作品であるステレオパワーアンプ NHB-108 model oneは出力段のシングルプッシュのみの設計でしたが、それでは出力の制限があります。
大電力が発生しても なるべく少ないパラレルプッシュにて出力を引き出すために、darTZdeel は先進的な内部チェック回路を作り、そのチェック回路により電流の大きさに応じてシングル
プッシュから2～ 4つのパラレルプッシュまで使い分けて駆動しています。
このようにソフトウェアで出力段のパワートランジスターの並列駆動をなすべく少ない数で駆動する様にしていますが、大きな信号が入って来た場合はフル並列（4パラレルプッシュ）でスピー
カーに対して十分な電流を供給できるようにしています。

NHB-458の保護回路はソフトウェアーでコントロールされており、何か問題があった場合でもスピーカーのダメージが及ぶ前に保護回路が働くようになっています。　
さらにサーマルブレーカーも完備しており熱による問題をクリアーしています。この最新式の保護回路によってアンプ回路自体に保護回路を組み込んだ事により、
過電流に対して保護回路がリニアに反応し、出力電流ピークの最大許容量を飛躍的に高めました。

SCRと呼ばれる方式により この出力段の 4 個のパワートランジスターは 非常に近くに配置されており、特殊なハイブリット銅による熱結合で効率的な熱管理を行い電流バランスの調整等
を行い、ハイパワー出力時でもにじみのないクリアーな音をスムーズに出すことが出来ます。
ディスプレイパネルに表示される、リアルタイムの RMS 出力消費の表示、リアルタイムの ピーク出力消費の表示、リアルタイムの ピーク温度上昇の表示、リアルタイムの 平均温度上昇
の表示 等、アンプの内部動作をチェックする回路はかつてないほど多岐にわたっており、これらのリアルタイム測定は、出力段においてシングルプッシュから 2～ 4 つのパラレルプッシュ
まで並行して出力するデバイスの数を最小限にする事で、darTZeel の哲学である「シンプル」を実現します。

ディスプレーが取り付けられるアルミ製フロントパネルは、CNCで精密加工され 30mm厚 (NHB108 model oneの倍 )に及ぶ非常に剛性があるパーツになります。　
またシャーシ全体のパーツはフロントパネルと同様に超精密に CNC 加工されたアルミニウムのパーツで組み立てられており、この超精密に加工されたパーツ１つ１つによって組み立てられ
たNHB-458は、あたかも融合したかのようにフィットし優れた剛性を実現し、音質に悪影響を与える外部の振動をほぼ完璧に遮断します。

・

・

・サイドパネルはの強化グラスボードで磁気の影響を受けません。デビュー作品のステレオパワーアンプ NHB-108 
model one から採用していた形式で、グラスボードの採用により金属と電源トランス間等に電流を誘導する固有の
磁気ループが発生しません。　
これにより磁気の内部干渉を減少させ、清んだ透明感ある再生に貢献します。

NHB-458の非常に大きなトランスを支えるアルミ製プラットフォームは、3種類の寸法の伸縮自在の硬質樹脂製サスペンションによって支える構造になっています。
（プラットフォームは輸送時等の移動用にはネジで固定する仕組みになっており、使用時には取り外します。）
3種類の寸法のサスペンションはプラットフォームに搭載されたトランスの中央重心の周りに分布しており、
45～ 65Hzの間の振動と機器自体から発生するハムノイズを吸収する様にチューニングされています。
サスペンション3本のトータルの浮遊量は25キロ以上にも及びますが、このサスペンション形式の実現は
非常に高い精度が求められ、darTZeelにとってこの形式を採用する事は挑戦となりました。

NHB-458の内部設計

・

・
・
・
・

・

NHB-458 Monoblock Power Amplifier
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BNC50Ω電流伝送は Playback Designs SACDプレーヤー MPS-5 等に接続可能。工場出荷時にユーザー名登
録して出荷します。オーダー時にアルファベット 19 文字以内でお名前をお知らせ下さい。また MM・MC
のフォノ機能は、オプション（追加）で装備可能。

CTH-8550
プリメインアンプ

標準価格：  ￥3,500,000- （税別）

50ΩBNC電流伝送
darTZeel のアンプに標準装備されている ５０ΩBNC 接続により、RCAアンバランス・XLR バランス接続に比べ飛躍的な音質の向上を実現しています。通常はオーディオ信号を電圧ベースで伝送する所を電流ベース
で行う為、外部の干渉・内部の損傷が無くオーディオ信号を伝送する事が可能となりました。 設計者の Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏は、BNC 接続においてどれだけ長尺ケーブルを使用しても音質の劣化
は皆無だと主張しBNC接続を強く勧めています。
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darTZeelの初のパワーアンプ

NHB-108 model one。

設計者 darTZeelの Hervé Deletrazが 16年の研究の末に完成させ、

Serge Rockと共に世の中に送り出した 

マスターピースです。

その NHB-108 model oneの誕生から

更に 11年の時を経て

darTZeelとして培った 新しいテクノロジーを携え

モノブロックパワーアンプ  NHB-458が完成しました。

darTZeelのアンプは

もはや比類無き完成度を誇り、

その奏でる音楽を聴く時

「オーディオの完成形」を見たと

感じ得ずにはいられません。

darTZeelは未来のハイエンドオーディオの

伝説を作り上げていきます。

darTZeel（ダールジール）の設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が、16 年にも及ぶ研究の末に完成させた。
NHB-108 model oneとの非常にセンセーショナルな出会いから10 年の年月が経ち、モノブロックパワーアンプ NHB-458 が、2010 年のアメリカ・ラスヴェガスの CESと同時
開催のThe Showでデビューしました。
Hervé Deletraz 氏は目を輝かせて
「The NHB-458 has the linearity of a magnetic levitation train, and also the responsiveness speed of a Formula One !」
（NHB-458はリニアモーターカーの様なリニアリティと、フォーミュラーワン(F1) の様な反応速度を持っているんだよ！）
と言い、開発にあたり 長い期間と大きな開発費とエネルギーをかけた、絶対的な自信作品を見せてくれたのでした。
そのサウンドは Hervé Deletraz 氏が言う様に、NHB-458 はスーパーハイスピードでのレスポンスを実現し、Hervé Deletraz 氏によってアンプとしての究極形を具体的に形に
した物を 我々は目の当たりにしたのです。

NHB-458を完成させるにあたってHervé Deletraz 氏は、
「私の情熱を注ぎ込んで、全く妥協の無い アンプを作った結果がNHB-458なんだよ。  コストを抑える事もできた。だけどそれではdarTZeelのNHB-458ではなくなってしまう。」と、
妥協を全く許さない姿勢で、NHB-458を完成させたのです。

NHB-458の型式の「 N H B 」は、言わずと知れたNerver Heard Before（未だかつて聞いた事が無い）を意味し、 
「 4 5 8 」は 8Ω 450ワットのハイパワーである事を示します。

そのサウンドは、まさに型式のN H B（Nerver Heard Before：未だかつて聞いた事が無い）が示すように、今まで体験した事が無い程の現実感を帯びた 生きた音楽を再生。
NHB-458は darTZeel のデビュー作品であるパワーアンプNHB-108 model one が再生する ナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言った
すべての再生が各段に洗練さを増し、その再現性の高いピュアな音質は極限にまで高められたスピード感を帯びており、濁りの無い清み渡った音質表現を実現します。

NHB-458はエレクトロニクスを超越した存在と言えます。
どんなオーディオ的表現で語ろうともNHB-458のサウンドを表現するのに乏しく、まさに音楽情報の「そのまま」を出し切る純度の高さをNHB-458は再現するのです。
NHB-458は darTZeel 歴史のみならずオーディオの歴史に残る巨星となり、褪せる事無く その輝きを放ち続ける存在となる事でしょう。

NHB-458
モノブロックパワーアンプ

標準価格：￥22,000,000- （税別・ペア）

NHB-458 Monoblock Power Amplifier
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NHB-458
モノブロックパワーアンプ

標準価格：￥22,000,000- （税別・ペア）

NHB-458 Monoblock Power Amplifier

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、
BNC端子の3種類が使用可能となっています。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC
接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオーディ
オ信号を伝送します。
開発者のHervé Deletraz（エーベ・デレートラ）
氏は、darTZeelプリアンプNHB-18NSとの高
いマッチングにより、NHB-18NS の使用を強く
推薦しています。

Specifications of NHB-458

XLR

NHB-458 は革新的なデザインのオーディオ回路を搭載しており、ステレオパワーアンプ NHB-108 model one の高い正確性を誇る上品な音質と、プリメインアンプ CTH-8550 の
ハイパワーを備えたモデルになっております。NHB-458 の最新オーディオ回路はNHB-108 model oneと同じフィロソフィーを元に設計された、トータル回路でのネガティブ・フィー
ドバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。基本的にオーディオの音声回路にはスイッチや接点がありません。オーディオの音声回路のシグナルパス上には基本的に
スイッチやリレー等の接点が無く、入力段や出力段等 ネガティブフィードバックをかけていない回路設計になっています。( ※XLR 入力回路には音質を考慮した不活性ガス入り
密閉型リレーを使用 ）

オーディオ信号が入力から出力に行く間にNHB-108 model one は 6 つのトランジスターを通って増幅していましたが、さらなる簡略化を実現し、NHB458 では 3 つのトランジスターのみ
を使用して増幅しています。NHB-108 model oneの回路を更にシンプルな構造にする事は不可能だと思っていましたが、9年の開発とリサーチ期間が不可能を可能にしました。
このNHB-458に搭載されたハイクオリティの新回路はNHB-108 model oneを越えるスピーディな 再生を実現し、透明感、ダイナミクス、低歪率、等をより高い次元へと引き上げました。
「SCNP darTZeel network」回路を通してのネガティブフィードバックは、出力段のDCドリフトを最小限に抑えることができる先進的な回路です。
XLRバランス入力はアクティブバランス形式を採用しています。アクティブバランス形式の採用により、よりよい周波数特性と音の純度が得られました。
パワートランスを2kVAの大型トロイダルトランス（4kVA）1基を搭載して安定した電源を確保。ダイナミックなパワーを保持します。
蛍光ディスプレーとモニター回路用予備パワーは、専用の小型トランスから電源供給されます。小型トランスはメインのオーディオ用パワートランスに影響の無い様に配置され、アナログ回
路とデジタル回路間の電磁波が発生しません。
darTZeel の新設計の保護回路ですが、今までのアンプに採用していた保護回路より優れた設計になっており、音質を劣化せずアンプ保護に大きく貢献する設計です。

オーディオ回路の大きな変更点

darTZeel の先進的モニター回路

最新の保護回路

NHB-458のシャーシ設計
NHB-458モノブロックパワーアンプは最高のパフォーマンスを発揮する為、パーツ1つ1つに至るまで厳選されており、シャーシを組み立てる際に使用するネジは極端に少なく、アルミニウムとガラスボー
ドの組合せの緻密な設計となっております。　
CNC によって超精密に加工されたアルミニウムシャーシのパーツと電磁波対策を考慮に入れた強化ガラスボードを、卓越した技術者達によって丁寧に組み立てられる事によりシャーシ全体で非常に優
れた振動対策を実現。　
キャビネット自体の共振をほぼゼロにする事で外部の振動によるノイズを完璧にシャットダウンします。

darTZeel のデビュー作品であるステレオパワーアンプ NHB-108 model oneは出力段のシングルプッシュのみの設計でしたが、それでは出力の制限があります。
大電力が発生しても なるべく少ないパラレルプッシュにて出力を引き出すために、darTZdeel は先進的な内部チェック回路を作り、そのチェック回路により電流の大きさに応じてシングル
プッシュから2～ 4つのパラレルプッシュまで使い分けて駆動しています。
このようにソフトウェアで出力段のパワートランジスターの並列駆動をなすべく少ない数で駆動する様にしていますが、大きな信号が入って来た場合はフル並列（4パラレルプッシュ）でスピー
カーに対して十分な電流を供給できるようにしています。

NHB-458の保護回路はソフトウェアーでコントロールされており、何か問題があった場合でもスピーカーのダメージが及ぶ前に保護回路が働くようになっています。　
さらにサーマルブレーカーも完備しており熱による問題をクリアーしています。この最新式の保護回路によってアンプ回路自体に保護回路を組み込んだ事により、
過電流に対して保護回路がリニアに反応し、出力電流ピークの最大許容量を飛躍的に高めました。

SCRと呼ばれる方式により この出力段の 4 個のパワートランジスターは 非常に近くに配置されており、特殊なハイブリット銅による熱結合で効率的な熱管理を行い電流バランスの調整等
を行い、ハイパワー出力時でもにじみのないクリアーな音をスムーズに出すことが出来ます。
ディスプレイパネルに表示される、リアルタイムの RMS 出力消費の表示、リアルタイムの ピーク出力消費の表示、リアルタイムの ピーク温度上昇の表示、リアルタイムの 平均温度上昇
の表示 等、アンプの内部動作をチェックする回路はかつてないほど多岐にわたっており、これらのリアルタイム測定は、出力段においてシングルプッシュから 2～ 4 つのパラレルプッシュ
まで並行して出力するデバイスの数を最小限にする事で、darTZeel の哲学である「シンプル」を実現します。

ディスプレーが取り付けられるアルミ製フロントパネルは、CNCで精密加工され 30mm厚 (NHB108 model oneの倍 )に及ぶ非常に剛性があるパーツになります。　
またシャーシ全体のパーツはフロントパネルと同様に超精密に CNC 加工されたアルミニウムのパーツで組み立てられており、この超精密に加工されたパーツ１つ１つによって組み立てられ
たNHB-458は、あたかも融合したかのようにフィットし優れた剛性を実現し、音質に悪影響を与える外部の振動をほぼ完璧に遮断します。

・

・

・サイドパネルはの強化グラスボードで磁気の影響を受けません。デビュー作品のステレオパワーアンプ NHB-108 
model one から採用していた形式で、グラスボードの採用により金属と電源トランス間等に電流を誘導する固有の
磁気ループが発生しません。　
これにより磁気の内部干渉を減少させ、清んだ透明感ある再生に貢献します。

NHB-458の非常に大きなトランスを支えるアルミ製プラットフォームは、3種類の寸法の伸縮自在の硬質樹脂製サスペンションによって支える構造になっています。
（プラットフォームは輸送時等の移動用にはネジで固定する仕組みになっており、使用時には取り外します。）
3種類の寸法のサスペンションはプラットフォームに搭載されたトランスの中央重心の周りに分布しており、
45～ 65Hzの間の振動と機器自体から発生するハムノイズを吸収する様にチューニングされています。
サスペンション3本のトータルの浮遊量は25キロ以上にも及びますが、このサスペンション形式の実現は
非常に高い精度が求められ、darTZeelにとってこの形式を採用する事は挑戦となりました。

NHB-458の内部設計

・

・
・
・
・

・

NHB-458 Monoblock Power Amplifier



Never Heard Before
Close To Heaven

CTH-8550 Integrated Amplifier

プリメインアンプ CTH-8550 はパワーアンプ NHB-108 model one・プリアンプ NHB-18 NS と同じ原理で、オーバーオールのフィードバックなしの回路
を使用しています。  NHB シリーズの最大の魅力である「超忠実な音の再生」は、CTH-8550 にも受け継がれており、世界最高峰の Swiss made・
インテグレーテッドアンプの地位を確立します。製品名の CTH-8550 の「C T H」由来は、Close to Heaven（天国に近づく、の意味）の略。その
最高峰インテグレーテッドアンプが再生する音楽は、生きた響きを帯び、その非常に生 し々い響きは比類無き滑らかさを再現。音場も誇張しすぎる事なく、
ナチュラルに再生します。まさに、天にも昇る幸福感を感じるのです。CTH-8550 によって再現される音楽は、長く聴けば聴く程心の中に染み入り心の
奥底にある感受性に訴えかける。Close to Heaven の名前を、誇りを持って付けた darTZeel の Herve Deletraz・Serge Roch 両氏の想いを、
CTH-8550は伝えていくのです。

増幅回路は可能な限りシンプルにしましたが、出力段をパラレルにする事によりどんなスピーカーと組み合
わせても問題なくドライブ出来るようになっています。　
アナログ回路の安定化電源はすべてアナログ回路の近くに配置しており、これによりリップルを低減し、イ
ンピーダンスも低く抑える為、非常にローノイズな電源として音質に貢献します。
またオーディオアンプでは世界初である、アナログ回路の出力はデジタル回路の手法で DC ドリフト補正回
路が組まれています。OP アンプを使用せずとも直流が出力に出ないようになっており、音質劣化をせずシ
ステムに優しいアンプに仕上げています。
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darTZeelとして培った 新しいテクノロジーを携え

モノブロックパワーアンプ  NHB-458が完成しました。

darTZeelのアンプは

もはや比類無き完成度を誇り、

その奏でる音楽を聴く時

「オーディオの完成形」を見たと

感じ得ずにはいられません。

darTZeelは未来のハイエンドオーディオの

伝説を作り上げていきます。

darTZeel（ダールジール）の設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が、16 年にも及ぶ研究の末に完成させた。
NHB-108 model oneとの非常にセンセーショナルな出会いから10 年の年月が経ち、モノブロックパワーアンプ NHB-458 が、2010 年のアメリカ・ラスヴェガスの CESと同時
開催のThe Showでデビューしました。
Hervé Deletraz 氏は目を輝かせて
「The NHB-458 has the linearity of a magnetic levitation train, and also the responsiveness speed of a Formula One !」
（NHB-458はリニアモーターカーの様なリニアリティと、フォーミュラーワン(F1) の様な反応速度を持っているんだよ！）
と言い、開発にあたり 長い期間と大きな開発費とエネルギーをかけた、絶対的な自信作品を見せてくれたのでした。
そのサウンドは Hervé Deletraz 氏が言う様に、NHB-458 はスーパーハイスピードでのレスポンスを実現し、Hervé Deletraz 氏によってアンプとしての究極形を具体的に形に
した物を 我々は目の当たりにしたのです。

NHB-458を完成させるにあたってHervé Deletraz 氏は、
「私の情熱を注ぎ込んで、全く妥協の無い アンプを作った結果がNHB-458なんだよ。  コストを抑える事もできた。だけどそれではdarTZeelのNHB-458ではなくなってしまう。」と、
妥協を全く許さない姿勢で、NHB-458を完成させたのです。

NHB-458の型式の「 N H B 」は、言わずと知れたNerver Heard Before（未だかつて聞いた事が無い）を意味し、 
「 4 5 8 」は 8Ω 450ワットのハイパワーである事を示します。

そのサウンドは、まさに型式のN H B（Nerver Heard Before：未だかつて聞いた事が無い）が示すように、今まで体験した事が無い程の現実感を帯びた 生きた音楽を再生。
NHB-458は darTZeel のデビュー作品であるパワーアンプNHB-108 model one が再生する ナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言った
すべての再生が各段に洗練さを増し、その再現性の高いピュアな音質は極限にまで高められたスピード感を帯びており、濁りの無い清み渡った音質表現を実現します。

NHB-458はエレクトロニクスを超越した存在と言えます。
どんなオーディオ的表現で語ろうともNHB-458のサウンドを表現するのに乏しく、まさに音楽情報の「そのまま」を出し切る純度の高さをNHB-458は再現するのです。
NHB-458は darTZeel 歴史のみならずオーディオの歴史に残る巨星となり、褪せる事無く その輝きを放ち続ける存在となる事でしょう。
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NHB-458 Monoblock Power Amplifier

207mm 

darTZeelの初のパワーアンプ

NHB-108 model one。

設計者 darTZeelの Hervé Deletrazが 16年の研究の末に完成させ、

Serge Rockと共に世の中に送り出した 

マスターピースです。

その NHB-108 model oneの誕生から

更に 11年の時を経て

darTZeelとして培った 新しいテクノロジーを携え

モノブロックパワーアンプ  NHB-458が完成しました。

darTZeelのアンプは

もはや比類無き完成度を誇り、

その奏でる音楽を聴く時

「オーディオの完成形」を見たと

感じ得ずにはいられません。

darTZeelは未来のハイエンドオーディオの

伝説を作り上げていきます。

darTZeel（ダールジール）の設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が、16 年にも及ぶ研究の末に完成させた。
NHB-108 model oneとの非常にセンセーショナルな出会いから10 年の年月が経ち、モノブロックパワーアンプ NHB-458 が、2010 年のアメリカ・ラスヴェガスの CESと同時
開催のThe Showでデビューしました。
Hervé Deletraz 氏は目を輝かせて
「The NHB-458 has the linearity of a magnetic levitation train, and also the responsiveness speed of a Formula One !」
（NHB-458はリニアモーターカーの様なリニアリティと、フォーミュラーワン(F1) の様な反応速度を持っているんだよ！）
と言い、開発にあたり 長い期間と大きな開発費とエネルギーをかけた、絶対的な自信作品を見せてくれたのでした。
そのサウンドは Hervé Deletraz 氏が言う様に、NHB-458 はスーパーハイスピードでのレスポンスを実現し、Hervé Deletraz 氏によってアンプとしての究極形を具体的に形に
した物を 我々は目の当たりにしたのです。

NHB-458を完成させるにあたってHervé Deletraz 氏は、
「私の情熱を注ぎ込んで、全く妥協の無い アンプを作った結果がNHB-458なんだよ。  コストを抑える事もできた。だけどそれではdarTZeelのNHB-458ではなくなってしまう。」と、
妥協を全く許さない姿勢で、NHB-458を完成させたのです。

NHB-458の型式の「 N H B 」は、言わずと知れたNerver Heard Before（未だかつて聞いた事が無い）を意味し、 
「 4 5 8 」は 8Ω 450ワットのハイパワーである事を示します。

そのサウンドは、まさに型式のN H B（Nerver Heard Before：未だかつて聞いた事が無い）が示すように、今まで体験した事が無い程の現実感を帯びた 生きた音楽を再生。
NHB-458は darTZeel のデビュー作品であるパワーアンプNHB-108 model one が再生する ナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言った
すべての再生が各段に洗練さを増し、その再現性の高いピュアな音質は極限にまで高められたスピード感を帯びており、濁りの無い清み渡った音質表現を実現します。

NHB-458はエレクトロニクスを超越した存在と言えます。
どんなオーディオ的表現で語ろうともNHB-458のサウンドを表現するのに乏しく、まさに音楽情報の「そのまま」を出し切る純度の高さをNHB-458は再現するのです。
NHB-458は darTZeel 歴史のみならずオーディオの歴史に残る巨星となり、褪せる事無く その輝きを放ち続ける存在となる事でしょう。

NHB-458
モノブロックパワーアンプ

標準価格：￥22,000,000- （税別・ペア）

NHB-458 Monoblock Power Amplifier

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、
BNC端子の3種類が使用可能となっています。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC
接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオーディ
オ信号を伝送します。
開発者のHervé Deletraz（エーベ・デレートラ）
氏は、darTZeelプリアンプNHB-18NSとの高
いマッチングにより、NHB-18NS の使用を強く
推薦しています。

Specifications of NHB-458

XLR

NHB-458 は革新的なデザインのオーディオ回路を搭載しており、ステレオパワーアンプ NHB-108 model one の高い正確性を誇る上品な音質と、プリメインアンプ CTH-8550 の
ハイパワーを備えたモデルになっております。NHB-458 の最新オーディオ回路はNHB-108 model oneと同じフィロソフィーを元に設計された、トータル回路でのネガティブ・フィー
ドバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。基本的にオーディオの音声回路にはスイッチや接点がありません。オーディオの音声回路のシグナルパス上には基本的に
スイッチやリレー等の接点が無く、入力段や出力段等 ネガティブフィードバックをかけていない回路設計になっています。( ※XLR 入力回路には音質を考慮した不活性ガス入り
密閉型リレーを使用 ）

オーディオ信号が入力から出力に行く間にNHB-108 model one は 6 つのトランジスターを通って増幅していましたが、さらなる簡略化を実現し、NHB458 では 3 つのトランジスターのみ
を使用して増幅しています。NHB-108 model oneの回路を更にシンプルな構造にする事は不可能だと思っていましたが、9年の開発とリサーチ期間が不可能を可能にしました。
このNHB-458に搭載されたハイクオリティの新回路はNHB-108 model oneを越えるスピーディな 再生を実現し、透明感、ダイナミクス、低歪率、等をより高い次元へと引き上げました。
「SCNP darTZeel network」回路を通してのネガティブフィードバックは、出力段のDCドリフトを最小限に抑えることができる先進的な回路です。
XLRバランス入力はアクティブバランス形式を採用しています。アクティブバランス形式の採用により、よりよい周波数特性と音の純度が得られました。
パワートランスを2kVAの大型トロイダルトランス（4kVA）1基を搭載して安定した電源を確保。ダイナミックなパワーを保持します。
蛍光ディスプレーとモニター回路用予備パワーは、専用の小型トランスから電源供給されます。小型トランスはメインのオーディオ用パワートランスに影響の無い様に配置され、アナログ回
路とデジタル回路間の電磁波が発生しません。
darTZeel の新設計の保護回路ですが、今までのアンプに採用していた保護回路より優れた設計になっており、音質を劣化せずアンプ保護に大きく貢献する設計です。

オーディオ回路の大きな変更点

darTZeel の先進的モニター回路

最新の保護回路

NHB-458のシャーシ設計
NHB-458モノブロックパワーアンプは最高のパフォーマンスを発揮する為、パーツ1つ1つに至るまで厳選されており、シャーシを組み立てる際に使用するネジは極端に少なく、アルミニウムとガラスボー
ドの組合せの緻密な設計となっております。　
CNC によって超精密に加工されたアルミニウムシャーシのパーツと電磁波対策を考慮に入れた強化ガラスボードを、卓越した技術者達によって丁寧に組み立てられる事によりシャーシ全体で非常に優
れた振動対策を実現。　
キャビネット自体の共振をほぼゼロにする事で外部の振動によるノイズを完璧にシャットダウンします。

darTZeel のデビュー作品であるステレオパワーアンプ NHB-108 model oneは出力段のシングルプッシュのみの設計でしたが、それでは出力の制限があります。
大電力が発生しても なるべく少ないパラレルプッシュにて出力を引き出すために、darTZdeel は先進的な内部チェック回路を作り、そのチェック回路により電流の大きさに応じてシングル
プッシュから2～ 4つのパラレルプッシュまで使い分けて駆動しています。
このようにソフトウェアで出力段のパワートランジスターの並列駆動をなすべく少ない数で駆動する様にしていますが、大きな信号が入って来た場合はフル並列（4パラレルプッシュ）でスピー
カーに対して十分な電流を供給できるようにしています。

NHB-458の保護回路はソフトウェアーでコントロールされており、何か問題があった場合でもスピーカーのダメージが及ぶ前に保護回路が働くようになっています。　
さらにサーマルブレーカーも完備しており熱による問題をクリアーしています。この最新式の保護回路によってアンプ回路自体に保護回路を組み込んだ事により、
過電流に対して保護回路がリニアに反応し、出力電流ピークの最大許容量を飛躍的に高めました。

SCRと呼ばれる方式により この出力段の 4 個のパワートランジスターは 非常に近くに配置されており、特殊なハイブリット銅による熱結合で効率的な熱管理を行い電流バランスの調整等
を行い、ハイパワー出力時でもにじみのないクリアーな音をスムーズに出すことが出来ます。
ディスプレイパネルに表示される、リアルタイムの RMS 出力消費の表示、リアルタイムの ピーク出力消費の表示、リアルタイムの ピーク温度上昇の表示、リアルタイムの 平均温度上昇
の表示 等、アンプの内部動作をチェックする回路はかつてないほど多岐にわたっており、これらのリアルタイム測定は、出力段においてシングルプッシュから 2～ 4 つのパラレルプッシュ
まで並行して出力するデバイスの数を最小限にする事で、darTZeel の哲学である「シンプル」を実現します。

ディスプレーが取り付けられるアルミ製フロントパネルは、CNCで精密加工され 30mm厚 (NHB108 model oneの倍 )に及ぶ非常に剛性があるパーツになります。　
またシャーシ全体のパーツはフロントパネルと同様に超精密に CNC 加工されたアルミニウムのパーツで組み立てられており、この超精密に加工されたパーツ１つ１つによって組み立てられ
たNHB-458は、あたかも融合したかのようにフィットし優れた剛性を実現し、音質に悪影響を与える外部の振動をほぼ完璧に遮断します。

・

・

・サイドパネルはの強化グラスボードで磁気の影響を受けません。デビュー作品のステレオパワーアンプ NHB-108 
model one から採用していた形式で、グラスボードの採用により金属と電源トランス間等に電流を誘導する固有の
磁気ループが発生しません。　
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を行い、ハイパワー出力時でもにじみのないクリアーな音をスムーズに出すことが出来ます。
ディスプレイパネルに表示される、リアルタイムの RMS 出力消費の表示、リアルタイムの ピーク出力消費の表示、リアルタイムの ピーク温度上昇の表示、リアルタイムの 平均温度上昇
の表示 等、アンプの内部動作をチェックする回路はかつてないほど多岐にわたっており、これらのリアルタイム測定は、出力段においてシングルプッシュから 2～ 4 つのパラレルプッシュ
まで並行して出力するデバイスの数を最小限にする事で、darTZeel の哲学である「シンプル」を実現します。

ディスプレーが取り付けられるアルミ製フロントパネルは、CNCで精密加工され 30mm厚 (NHB108 model oneの倍 )に及ぶ非常に剛性があるパーツになります。　
またシャーシ全体のパーツはフロントパネルと同様に超精密に CNC 加工されたアルミニウムのパーツで組み立てられており、この超精密に加工されたパーツ１つ１つによって組み立てられ
たNHB-458は、あたかも融合したかのようにフィットし優れた剛性を実現し、音質に悪影響を与える外部の振動をほぼ完璧に遮断します。

・

・

・サイドパネルはの強化グラスボードで磁気の影響を受けません。デビュー作品のステレオパワーアンプ NHB-108 
model one から採用していた形式で、グラスボードの採用により金属と電源トランス間等に電流を誘導する固有の
磁気ループが発生しません。　
これにより磁気の内部干渉を減少させ、清んだ透明感ある再生に貢献します。

NHB-458の非常に大きなトランスを支えるアルミ製プラットフォームは、3種類の寸法の伸縮自在の硬質樹脂製サスペンションによって支える構造になっています。
（プラットフォームは輸送時等の移動用にはネジで固定する仕組みになっており、使用時には取り外します。）
3種類の寸法のサスペンションはプラットフォームに搭載されたトランスの中央重心の周りに分布しており、
45～ 65Hzの間の振動と機器自体から発生するハムノイズを吸収する様にチューニングされています。
サスペンション3本のトータルの浮遊量は25キロ以上にも及びますが、このサスペンション形式の実現は
非常に高い精度が求められ、darTZeelにとってこの形式を採用する事は挑戦となりました。

NHB-458の内部設計

・

・
・
・
・

・

NHB-458 Monoblock Power AmplifierNHB-108 Stereo Power Amplifier NHB-18 NS Stereo Pre-Amplifier

NHB-108 model one は数知れない試作を経て、パーツ一つ一つを吟味選別し、オーバー
オール・ネガティブ・フィードバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。
デュアルモノ構成のアンプになり、一番に目を引くのがスモークグラスのトップカ
バー。ガラスは金属とは異なり全く磁気の影響を受けず、ゴムのシールと密着する事
により完璧な無塵状態を保ち、また優れた振動対策となります。
ガラスの採用は金属・電源トランス間に電流を誘導する固有の磁気のループが発生し
ません。これにより磁気の内部干渉を減少し、澄んだ透明感のある再生を実現しまし
た。
シャーシーは 10 ミクロンの精度を誇るスイスCNC製の工作機によって加工されたア
ルミニウムを採用し、内部は４室正確に分離し、総合干渉を遮断する事により音質の
劣化を防ぎます。オーディオ信号は入力から出力へと行く間に、１ペアの最終段のト
ランジスターを含めて６つのトランジスターを通り増幅され、それぞれのチャンネル
は合計 132,000μFの平滑コンデンサーが採用されています。
トランスのブロック両方にスイッチがあり、これによってスピーカーインピーダンス
の切り替えが可能となっています。１Ωや２Ωの低インピーダンスのスピーカーに対
応する Loモードと、４Ω～８Ωのスピーカーに対応するHi モードの選択が可能です。

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、BNC 端子の 3 種類が使用可能となっ
ており、使用する端子によって入力インピーダンスセレクターを切り替えます。
オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。

NHB-108 model one

Specifications of NHB-108 model one 

設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が 16 年にも及ぶ研究の末、完成させたNHB-108 model oneとの出会いは非常にセンセーショ
ナルでした。『両目』とも呼べる2つの大きなLEDランプ。トップカバーのガラス越しに見る事ができる『一切無駄の無い内部構造』。
そして一聴しただけでそれと解る、肌が粟立つ程の『ナチュラルな音楽再生』。  
その運命的な出会いからdarTZeel が日本に上陸するまで、それほど時間はかかるものではありませんでした。   
型式のNHBの由来を聞くと、Never Heard Before（かつて聞いた事がない）の頭文字を取ったものだと言う答え。  
まさにその名の通りパワーアンプNHB-108 model one の再生するそのナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言ったすべ
ての再生が、今まで聴いた事の無く、そして今まで感じた事のない程の大きな感動を与えてくれました。
パワーアンプNHB-108 model one が darZTeel の歴史の第一歩となって、多くの音楽ファン・オーディオファンの心に感動を刻んでいくのです。

NHB-18 NS

Specifications of NHB-18 NS

型式のN S は No Switch（ノー・スイッチ）の略で、darTZeel NHB-18 NS は音質を
最優先する為、オーディオ史上初のシグナルパス上にどんなスイッチも使われてい
ない回路です。
入力切り替えや音量調節の回路も、ポテンショメーター、抵抗、ラダー抵抗、リレー、
VCA 等使用されておりません。したがって、ボリュームの感触・位置等、今までに
無い感覚に出来上がっています。またバッテリー駆動方式により、トランスを使用
しておらず、内部の電磁波を発生させない設計になっています。
それぞれの人力ソース毎に、入力から出力まで、ゲイン 11dB で７個の半導体を使用
した増幅器通るだけ、フォノ EQ アンプ部はゲイン 66dB でありながらわずか６個の
増幅器を通るだけの、完全ディスクリート構成で、すべてのシグナルパスに、OP ア
ンプは使用されていません。 それぞれの入力毎にゲインを持たせ、その出力を切替え、
その後ボリュームを調節する回路構成になっています。
音量調節回路も、アナログ回路でありながら、ポテンショメーターや抵抗の切替式
のボリューム、VCA で無く、ロータリースイッチやリレーなども一切使用しており
ません。 この事により、ロータリースイッチやリレーを使用する場合に比べて、非常
に透明感のある音が得られます。

パワーアンプNHB-108 model oneの誕生から5年年の年月を経て、ベストマッチングであろうプリアンプNHB-18NSが誕生。  
初めてプリアンプNHB-18NSをパワーアンプNHB-108 model oneに接続して聴いた時、その透明感と音楽性には驚く事しか出来ません。
その驚きが感動に、そして喜びに変化する。そんな情緒を与えてくれます。パワーアンプ MHB-108model one を聴いた時に驚愕だったナチュラル
な音楽再生はより完璧に、より絶対的な存在となったのです。プリアンプNHB-18NSは、パワーアンプNHB-108 model oneと同様の原理で、オーバー
オールのネガティブフィードバックを使わない最も基本的な回路を使用。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC 接続は内外部の干渉・損傷がなくオーディオ信号を伝達するもので、darTZeel パワーアンプ
NHB-108 model oneとの接続を可能としています。Never Heard Beforeの名に恥じぬ至高のセパレートアンプの完成となったのです。
音楽を聴く事の喜びや楽しさを、darTZeel のアンプを通して実感する事になるでしょう。

シャーシーは 10ミクロンの精度を誇るスイスCNC 製の工作機によって加工されたアルミニウム
を採用。オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、内外部の干渉・損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。BNC 端子が入出力ともにあり、出力からパワーアンプ NHB-108 
model oneと接続し50ΩBNC電流伝送を実現します。　
またBNC入力は将来使用される端子となります。

ステレオパワーアンプ
標準価格：  ￥4,200,000- （税別）

プリアンプ
標準価格：  ￥4,800,000- （税別）



Never Heard Before
Close To Heaven

CTH-8550 Integrated Amplifier

プリメインアンプ CTH-8550 はパワーアンプ NHB-108 model one・プリアンプ NHB-18 NS と同じ原理で、オーバーオールのフィードバックなしの回路
を使用しています。  NHB シリーズの最大の魅力である「超忠実な音の再生」は、CTH-8550 にも受け継がれており、世界最高峰の Swiss made・
インテグレーテッドアンプの地位を確立します。製品名の CTH-8550 の「C T H」由来は、Close to Heaven（天国に近づく、の意味）の略。その
最高峰インテグレーテッドアンプが再生する音楽は、生きた響きを帯び、その非常に生 し々い響きは比類無き滑らかさを再現。音場も誇張しすぎる事なく、
ナチュラルに再生します。まさに、天にも昇る幸福感を感じるのです。CTH-8550 によって再現される音楽は、長く聴けば聴く程心の中に染み入り心の
奥底にある感受性に訴えかける。Close to Heaven の名前を、誇りを持って付けた darTZeel の Herve Deletraz・Serge Roch 両氏の想いを、
CTH-8550は伝えていくのです。

増幅回路は可能な限りシンプルにしましたが、出力段をパラレルにする事によりどんなスピーカーと組み合
わせても問題なくドライブ出来るようになっています。　
アナログ回路の安定化電源はすべてアナログ回路の近くに配置しており、これによりリップルを低減し、イ
ンピーダンスも低く抑える為、非常にローノイズな電源として音質に貢献します。
またオーディオアンプでは世界初である、アナログ回路の出力はデジタル回路の手法で DC ドリフト補正回
路が組まれています。OP アンプを使用せずとも直流が出力に出ないようになっており、音質劣化をせずシ
ステムに優しいアンプに仕上げています。

ブラックカラー

\ -
-

Specifications of CTH-8550

入力はRCA・XLR・BNCから選択できます。
BNC50Ω電流伝送は Playback Designs SACDプレーヤー MPS-5 等に接続可能。工場出荷時にユーザー名登
録して出荷します。オーダー時にアルファベット 19 文字以内でお名前をお知らせ下さい。また MM・MC
のフォノ機能は、オプション（追加）で装備可能。

CTH-8550
プリメインアンプ

標準価格：  ￥3,500,000- （税別）

50ΩBNC電流伝送
darTZeel のアンプに標準装備されている ５０ΩBNC 接続により、RCAアンバランス・XLR バランス接続に比べ飛躍的な音質の向上を実現しています。通常はオーディオ信号を電圧ベースで伝送する所を電流ベース
で行う為、外部の干渉・内部の損傷が無くオーディオ信号を伝送する事が可能となりました。 設計者の Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏は、BNC 接続においてどれだけ長尺ケーブルを使用しても音質の劣化
は皆無だと主張しBNC接続を強く勧めています。
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207mm 

darTZeelの初のパワーアンプ

NHB-108 model one。

設計者 darTZeelの Hervé Deletrazが 16年の研究の末に完成させ、

Serge Rockと共に世の中に送り出した 

マスターピースです。

その NHB-108 model oneの誕生から

更に 11年の時を経て

darTZeelとして培った 新しいテクノロジーを携え

モノブロックパワーアンプ  NHB-458が完成しました。

darTZeelのアンプは

もはや比類無き完成度を誇り、

その奏でる音楽を聴く時

「オーディオの完成形」を見たと

感じ得ずにはいられません。

darTZeelは未来のハイエンドオーディオの

伝説を作り上げていきます。

darTZeel（ダールジール）の設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が、16 年にも及ぶ研究の末に完成させた。
NHB-108 model oneとの非常にセンセーショナルな出会いから10 年の年月が経ち、モノブロックパワーアンプ NHB-458 が、2010 年のアメリカ・ラスヴェガスの CESと同時
開催のThe Showでデビューしました。
Hervé Deletraz 氏は目を輝かせて
「The NHB-458 has the linearity of a magnetic levitation train, and also the responsiveness speed of a Formula One !」
（NHB-458はリニアモーターカーの様なリニアリティと、フォーミュラーワン(F1) の様な反応速度を持っているんだよ！）
と言い、開発にあたり 長い期間と大きな開発費とエネルギーをかけた、絶対的な自信作品を見せてくれたのでした。
そのサウンドは Hervé Deletraz 氏が言う様に、NHB-458 はスーパーハイスピードでのレスポンスを実現し、Hervé Deletraz 氏によってアンプとしての究極形を具体的に形に
した物を 我々は目の当たりにしたのです。

NHB-458を完成させるにあたってHervé Deletraz 氏は、
「私の情熱を注ぎ込んで、全く妥協の無い アンプを作った結果がNHB-458なんだよ。  コストを抑える事もできた。だけどそれではdarTZeelのNHB-458ではなくなってしまう。」と、
妥協を全く許さない姿勢で、NHB-458を完成させたのです。

NHB-458の型式の「 N H B 」は、言わずと知れたNerver Heard Before（未だかつて聞いた事が無い）を意味し、 
「 4 5 8 」は 8Ω 450ワットのハイパワーである事を示します。

そのサウンドは、まさに型式のN H B（Nerver Heard Before：未だかつて聞いた事が無い）が示すように、今まで体験した事が無い程の現実感を帯びた 生きた音楽を再生。
NHB-458は darTZeel のデビュー作品であるパワーアンプNHB-108 model one が再生する ナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言った
すべての再生が各段に洗練さを増し、その再現性の高いピュアな音質は極限にまで高められたスピード感を帯びており、濁りの無い清み渡った音質表現を実現します。

NHB-458はエレクトロニクスを超越した存在と言えます。
どんなオーディオ的表現で語ろうともNHB-458のサウンドを表現するのに乏しく、まさに音楽情報の「そのまま」を出し切る純度の高さをNHB-458は再現するのです。
NHB-458は darTZeel 歴史のみならずオーディオの歴史に残る巨星となり、褪せる事無く その輝きを放ち続ける存在となる事でしょう。

NHB-458
モノブロックパワーアンプ

標準価格：￥22,000,000- （税別・ペア）

NHB-458 Monoblock Power Amplifier

207mm 

darTZeelの初のパワーアンプ

NHB-108 model one。

設計者 darTZeelの Hervé Deletrazが 16年の研究の末に完成させ、

Serge Rockと共に世の中に送り出した 

マスターピースです。

その NHB-108 model oneの誕生から

更に 11年の時を経て

darTZeelとして培った 新しいテクノロジーを携え

モノブロックパワーアンプ  NHB-458が完成しました。

darTZeelのアンプは

もはや比類無き完成度を誇り、

その奏でる音楽を聴く時

「オーディオの完成形」を見たと

感じ得ずにはいられません。

darTZeelは未来のハイエンドオーディオの

伝説を作り上げていきます。

darTZeel（ダールジール）の設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が、16 年にも及ぶ研究の末に完成させた。
NHB-108 model oneとの非常にセンセーショナルな出会いから10 年の年月が経ち、モノブロックパワーアンプ NHB-458 が、2010 年のアメリカ・ラスヴェガスの CESと同時
開催のThe Showでデビューしました。
Hervé Deletraz 氏は目を輝かせて
「The NHB-458 has the linearity of a magnetic levitation train, and also the responsiveness speed of a Formula One !」
（NHB-458はリニアモーターカーの様なリニアリティと、フォーミュラーワン(F1) の様な反応速度を持っているんだよ！）
と言い、開発にあたり 長い期間と大きな開発費とエネルギーをかけた、絶対的な自信作品を見せてくれたのでした。
そのサウンドは Hervé Deletraz 氏が言う様に、NHB-458 はスーパーハイスピードでのレスポンスを実現し、Hervé Deletraz 氏によってアンプとしての究極形を具体的に形に
した物を 我々は目の当たりにしたのです。

NHB-458を完成させるにあたってHervé Deletraz 氏は、
「私の情熱を注ぎ込んで、全く妥協の無い アンプを作った結果がNHB-458なんだよ。  コストを抑える事もできた。だけどそれではdarTZeelのNHB-458ではなくなってしまう。」と、
妥協を全く許さない姿勢で、NHB-458を完成させたのです。

NHB-458の型式の「 N H B 」は、言わずと知れたNerver Heard Before（未だかつて聞いた事が無い）を意味し、 
「 4 5 8 」は 8Ω 450ワットのハイパワーである事を示します。

そのサウンドは、まさに型式のN H B（Nerver Heard Before：未だかつて聞いた事が無い）が示すように、今まで体験した事が無い程の現実感を帯びた 生きた音楽を再生。
NHB-458は darTZeel のデビュー作品であるパワーアンプNHB-108 model one が再生する ナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言った
すべての再生が各段に洗練さを増し、その再現性の高いピュアな音質は極限にまで高められたスピード感を帯びており、濁りの無い清み渡った音質表現を実現します。

NHB-458はエレクトロニクスを超越した存在と言えます。
どんなオーディオ的表現で語ろうともNHB-458のサウンドを表現するのに乏しく、まさに音楽情報の「そのまま」を出し切る純度の高さをNHB-458は再現するのです。
NHB-458は darTZeel 歴史のみならずオーディオの歴史に残る巨星となり、褪せる事無く その輝きを放ち続ける存在となる事でしょう。

NHB-458
モノブロックパワーアンプ

標準価格：￥22,000,000- （税別・ペア）

NHB-458 Monoblock Power Amplifier

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、
BNC端子の3種類が使用可能となっています。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC
接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオーディ
オ信号を伝送します。
開発者のHervé Deletraz（エーベ・デレートラ）
氏は、darTZeelプリアンプNHB-18NSとの高
いマッチングにより、NHB-18NS の使用を強く
推薦しています。

Specifications of NHB-458

XLR

NHB-458 は革新的なデザインのオーディオ回路を搭載しており、ステレオパワーアンプ NHB-108 model one の高い正確性を誇る上品な音質と、プリメインアンプ CTH-8550 の
ハイパワーを備えたモデルになっております。NHB-458 の最新オーディオ回路はNHB-108 model oneと同じフィロソフィーを元に設計された、トータル回路でのネガティブ・フィー
ドバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。基本的にオーディオの音声回路にはスイッチや接点がありません。オーディオの音声回路のシグナルパス上には基本的に
スイッチやリレー等の接点が無く、入力段や出力段等 ネガティブフィードバックをかけていない回路設計になっています。( ※XLR 入力回路には音質を考慮した不活性ガス入り
密閉型リレーを使用 ）

オーディオ信号が入力から出力に行く間にNHB-108 model one は 6 つのトランジスターを通って増幅していましたが、さらなる簡略化を実現し、NHB458 では 3 つのトランジスターのみ
を使用して増幅しています。NHB-108 model oneの回路を更にシンプルな構造にする事は不可能だと思っていましたが、9年の開発とリサーチ期間が不可能を可能にしました。
このNHB-458に搭載されたハイクオリティの新回路はNHB-108 model oneを越えるスピーディな 再生を実現し、透明感、ダイナミクス、低歪率、等をより高い次元へと引き上げました。
「SCNP darTZeel network」回路を通してのネガティブフィードバックは、出力段のDCドリフトを最小限に抑えることができる先進的な回路です。
XLRバランス入力はアクティブバランス形式を採用しています。アクティブバランス形式の採用により、よりよい周波数特性と音の純度が得られました。
パワートランスを2kVAの大型トロイダルトランス（4kVA）1基を搭載して安定した電源を確保。ダイナミックなパワーを保持します。
蛍光ディスプレーとモニター回路用予備パワーは、専用の小型トランスから電源供給されます。小型トランスはメインのオーディオ用パワートランスに影響の無い様に配置され、アナログ回
路とデジタル回路間の電磁波が発生しません。
darTZeel の新設計の保護回路ですが、今までのアンプに採用していた保護回路より優れた設計になっており、音質を劣化せずアンプ保護に大きく貢献する設計です。

オーディオ回路の大きな変更点

darTZeel の先進的モニター回路

最新の保護回路

NHB-458のシャーシ設計
NHB-458モノブロックパワーアンプは最高のパフォーマンスを発揮する為、パーツ1つ1つに至るまで厳選されており、シャーシを組み立てる際に使用するネジは極端に少なく、アルミニウムとガラスボー
ドの組合せの緻密な設計となっております。　
CNC によって超精密に加工されたアルミニウムシャーシのパーツと電磁波対策を考慮に入れた強化ガラスボードを、卓越した技術者達によって丁寧に組み立てられる事によりシャーシ全体で非常に優
れた振動対策を実現。　
キャビネット自体の共振をほぼゼロにする事で外部の振動によるノイズを完璧にシャットダウンします。

darTZeel のデビュー作品であるステレオパワーアンプ NHB-108 model oneは出力段のシングルプッシュのみの設計でしたが、それでは出力の制限があります。
大電力が発生しても なるべく少ないパラレルプッシュにて出力を引き出すために、darTZdeel は先進的な内部チェック回路を作り、そのチェック回路により電流の大きさに応じてシングル
プッシュから2～ 4つのパラレルプッシュまで使い分けて駆動しています。
このようにソフトウェアで出力段のパワートランジスターの並列駆動をなすべく少ない数で駆動する様にしていますが、大きな信号が入って来た場合はフル並列（4パラレルプッシュ）でスピー
カーに対して十分な電流を供給できるようにしています。

NHB-458の保護回路はソフトウェアーでコントロールされており、何か問題があった場合でもスピーカーのダメージが及ぶ前に保護回路が働くようになっています。　
さらにサーマルブレーカーも完備しており熱による問題をクリアーしています。この最新式の保護回路によってアンプ回路自体に保護回路を組み込んだ事により、
過電流に対して保護回路がリニアに反応し、出力電流ピークの最大許容量を飛躍的に高めました。

SCRと呼ばれる方式により この出力段の 4 個のパワートランジスターは 非常に近くに配置されており、特殊なハイブリット銅による熱結合で効率的な熱管理を行い電流バランスの調整等
を行い、ハイパワー出力時でもにじみのないクリアーな音をスムーズに出すことが出来ます。
ディスプレイパネルに表示される、リアルタイムの RMS 出力消費の表示、リアルタイムの ピーク出力消費の表示、リアルタイムの ピーク温度上昇の表示、リアルタイムの 平均温度上昇
の表示 等、アンプの内部動作をチェックする回路はかつてないほど多岐にわたっており、これらのリアルタイム測定は、出力段においてシングルプッシュから 2～ 4 つのパラレルプッシュ
まで並行して出力するデバイスの数を最小限にする事で、darTZeel の哲学である「シンプル」を実現します。

ディスプレーが取り付けられるアルミ製フロントパネルは、CNCで精密加工され 30mm厚 (NHB108 model oneの倍 )に及ぶ非常に剛性があるパーツになります。　
またシャーシ全体のパーツはフロントパネルと同様に超精密に CNC 加工されたアルミニウムのパーツで組み立てられており、この超精密に加工されたパーツ１つ１つによって組み立てられ
たNHB-458は、あたかも融合したかのようにフィットし優れた剛性を実現し、音質に悪影響を与える外部の振動をほぼ完璧に遮断します。

・

・

・サイドパネルはの強化グラスボードで磁気の影響を受けません。デビュー作品のステレオパワーアンプ NHB-108 
model one から採用していた形式で、グラスボードの採用により金属と電源トランス間等に電流を誘導する固有の
磁気ループが発生しません。　
これにより磁気の内部干渉を減少させ、清んだ透明感ある再生に貢献します。

NHB-458の非常に大きなトランスを支えるアルミ製プラットフォームは、3種類の寸法の伸縮自在の硬質樹脂製サスペンションによって支える構造になっています。
（プラットフォームは輸送時等の移動用にはネジで固定する仕組みになっており、使用時には取り外します。）
3種類の寸法のサスペンションはプラットフォームに搭載されたトランスの中央重心の周りに分布しており、
45～ 65Hzの間の振動と機器自体から発生するハムノイズを吸収する様にチューニングされています。
サスペンション3本のトータルの浮遊量は25キロ以上にも及びますが、このサスペンション形式の実現は
非常に高い精度が求められ、darTZeelにとってこの形式を採用する事は挑戦となりました。

NHB-458の内部設計

・

・
・
・
・

・

NHB-458 Monoblock Power Amplifier

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、
BNC端子の3種類が使用可能となっています。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC
接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオーディ
オ信号を伝送します。
開発者のHervé Deletraz（エーベ・デレートラ）
氏は、darTZeelプリアンプNHB-18NSとの高
いマッチングにより、NHB-18NS の使用を強く
推薦しています。
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NHB-458 Monoblock Power AmplifierNHB-108 Stereo Power Amplifier NHB-18 NS Stereo Pre-Amplifier

NHB-108 model one は数知れない試作を経て、パーツ一つ一つを吟味選別し、オーバー
オール・ネガティブ・フィードバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。
デュアルモノ構成のアンプになり、一番に目を引くのがスモークグラスのトップカ
バー。ガラスは金属とは異なり全く磁気の影響を受けず、ゴムのシールと密着する事
により完璧な無塵状態を保ち、また優れた振動対策となります。
ガラスの採用は金属・電源トランス間に電流を誘導する固有の磁気のループが発生し
ません。これにより磁気の内部干渉を減少し、澄んだ透明感のある再生を実現しまし
た。
シャーシーは 10 ミクロンの精度を誇るスイスCNC製の工作機によって加工されたア
ルミニウムを採用し、内部は４室正確に分離し、総合干渉を遮断する事により音質の
劣化を防ぎます。オーディオ信号は入力から出力へと行く間に、１ペアの最終段のト
ランジスターを含めて６つのトランジスターを通り増幅され、それぞれのチャンネル
は合計 132,000μFの平滑コンデンサーが採用されています。
トランスのブロック両方にスイッチがあり、これによってスピーカーインピーダンス
の切り替えが可能となっています。１Ωや２Ωの低インピーダンスのスピーカーに対
応する Loモードと、４Ω～８Ωのスピーカーに対応するHi モードの選択が可能です。

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、BNC 端子の 3 種類が使用可能となっ
ており、使用する端子によって入力インピーダンスセレクターを切り替えます。
オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。

NHB-108 model one

Specifications of NHB-108 model one 

設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が 16 年にも及ぶ研究の末、完成させたNHB-108 model oneとの出会いは非常にセンセーショ
ナルでした。『両目』とも呼べる2つの大きなLEDランプ。トップカバーのガラス越しに見る事ができる『一切無駄の無い内部構造』。
そして一聴しただけでそれと解る、肌が粟立つ程の『ナチュラルな音楽再生』。  
その運命的な出会いからdarTZeel が日本に上陸するまで、それほど時間はかかるものではありませんでした。   
型式のNHBの由来を聞くと、Never Heard Before（かつて聞いた事がない）の頭文字を取ったものだと言う答え。  
まさにその名の通りパワーアンプNHB-108 model one の再生するそのナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言ったすべ
ての再生が、今まで聴いた事の無く、そして今まで感じた事のない程の大きな感動を与えてくれました。
パワーアンプNHB-108 model one が darZTeel の歴史の第一歩となって、多くの音楽ファン・オーディオファンの心に感動を刻んでいくのです。

NHB-18 NS

Specifications of NHB-18 NS

型式のN S は No Switch（ノー・スイッチ）の略で、darTZeel NHB-18 NS は音質を
最優先する為、オーディオ史上初のシグナルパス上にどんなスイッチも使われてい
ない回路です。
入力切り替えや音量調節の回路も、ポテンショメーター、抵抗、ラダー抵抗、リレー、
VCA 等使用されておりません。したがって、ボリュームの感触・位置等、今までに
無い感覚に出来上がっています。またバッテリー駆動方式により、トランスを使用
しておらず、内部の電磁波を発生させない設計になっています。
それぞれの人力ソース毎に、入力から出力まで、ゲイン 11dB で７個の半導体を使用
した増幅器通るだけ、フォノ EQ アンプ部はゲイン 66dB でありながらわずか６個の
増幅器を通るだけの、完全ディスクリート構成で、すべてのシグナルパスに、OP ア
ンプは使用されていません。 それぞれの入力毎にゲインを持たせ、その出力を切替え、
その後ボリュームを調節する回路構成になっています。
音量調節回路も、アナログ回路でありながら、ポテンショメーターや抵抗の切替式
のボリューム、VCA で無く、ロータリースイッチやリレーなども一切使用しており
ません。 この事により、ロータリースイッチやリレーを使用する場合に比べて、非常
に透明感のある音が得られます。

パワーアンプNHB-108 model oneの誕生から5年年の年月を経て、ベストマッチングであろうプリアンプNHB-18NSが誕生。  
初めてプリアンプNHB-18NSをパワーアンプNHB-108 model oneに接続して聴いた時、その透明感と音楽性には驚く事しか出来ません。
その驚きが感動に、そして喜びに変化する。そんな情緒を与えてくれます。パワーアンプ MHB-108model one を聴いた時に驚愕だったナチュラル
な音楽再生はより完璧に、より絶対的な存在となったのです。プリアンプNHB-18NSは、パワーアンプNHB-108 model oneと同様の原理で、オーバー
オールのネガティブフィードバックを使わない最も基本的な回路を使用。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC 接続は内外部の干渉・損傷がなくオーディオ信号を伝達するもので、darTZeel パワーアンプ
NHB-108 model oneとの接続を可能としています。Never Heard Beforeの名に恥じぬ至高のセパレートアンプの完成となったのです。
音楽を聴く事の喜びや楽しさを、darTZeel のアンプを通して実感する事になるでしょう。

シャーシーは 10ミクロンの精度を誇るスイスCNC 製の工作機によって加工されたアルミニウム
を採用。オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、内外部の干渉・損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。BNC 端子が入出力ともにあり、出力からパワーアンプ NHB-108 
model oneと接続し50ΩBNC電流伝送を実現します。　
またBNC入力は将来使用される端子となります。

ステレオパワーアンプ
標準価格：  ￥4,200,000- （税別）

プリアンプ
標準価格：  ￥4,800,000- （税別）



Never Heard Before
Close To Heaven

CTH-8550 Integrated Amplifier

プリメインアンプ CTH-8550 はパワーアンプ NHB-108 model one・プリアンプ NHB-18 NS と同じ原理で、オーバーオールのフィードバックなしの回路
を使用しています。  NHB シリーズの最大の魅力である「超忠実な音の再生」は、CTH-8550 にも受け継がれており、世界最高峰の Swiss made・
インテグレーテッドアンプの地位を確立します。製品名の CTH-8550 の「C T H」由来は、Close to Heaven（天国に近づく、の意味）の略。その
最高峰インテグレーテッドアンプが再生する音楽は、生きた響きを帯び、その非常に生 し々い響きは比類無き滑らかさを再現。音場も誇張しすぎる事なく、
ナチュラルに再生します。まさに、天にも昇る幸福感を感じるのです。CTH-8550 によって再現される音楽は、長く聴けば聴く程心の中に染み入り心の
奥底にある感受性に訴えかける。Close to Heaven の名前を、誇りを持って付けた darTZeel の Herve Deletraz・Serge Roch 両氏の想いを、
CTH-8550は伝えていくのです。

増幅回路は可能な限りシンプルにしましたが、出力段をパラレルにする事によりどんなスピーカーと組み合
わせても問題なくドライブ出来るようになっています。　
アナログ回路の安定化電源はすべてアナログ回路の近くに配置しており、これによりリップルを低減し、イ
ンピーダンスも低く抑える為、非常にローノイズな電源として音質に貢献します。
またオーディオアンプでは世界初である、アナログ回路の出力はデジタル回路の手法で DC ドリフト補正回
路が組まれています。OP アンプを使用せずとも直流が出力に出ないようになっており、音質劣化をせずシ
ステムに優しいアンプに仕上げています。

ブラックカラー

\ -
-

Specifications of CTH-8550

入力はRCA・XLR・BNCから選択できます。
BNC50Ω電流伝送は Playback Designs SACDプレーヤー MPS-5 等に接続可能。工場出荷時にユーザー名登
録して出荷します。オーダー時にアルファベット 19 文字以内でお名前をお知らせ下さい。また MM・MC
のフォノ機能は、オプション（追加）で装備可能。

CTH-8550
プリメインアンプ

標準価格：  ￥3,500,000- （税別）

50ΩBNC電流伝送
darTZeel のアンプに標準装備されている ５０ΩBNC 接続により、RCAアンバランス・XLR バランス接続に比べ飛躍的な音質の向上を実現しています。通常はオーディオ信号を電圧ベースで伝送する所を電流ベース
で行う為、外部の干渉・内部の損傷が無くオーディオ信号を伝送する事が可能となりました。 設計者の Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏は、BNC 接続においてどれだけ長尺ケーブルを使用しても音質の劣化
は皆無だと主張しBNC接続を強く勧めています。
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darTZeelの初のパワーアンプ

NHB-108 model one。

設計者 darTZeelの Hervé Deletrazが 16年の研究の末に完成させ、

Serge Rockと共に世の中に送り出した 

マスターピースです。

その NHB-108 model oneの誕生から

更に 11年の時を経て

darTZeelとして培った 新しいテクノロジーを携え

モノブロックパワーアンプ  NHB-458が完成しました。

darTZeelのアンプは

もはや比類無き完成度を誇り、

その奏でる音楽を聴く時

「オーディオの完成形」を見たと

感じ得ずにはいられません。

darTZeelは未来のハイエンドオーディオの

伝説を作り上げていきます。

darTZeel（ダールジール）の設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が、16 年にも及ぶ研究の末に完成させた。
NHB-108 model oneとの非常にセンセーショナルな出会いから10 年の年月が経ち、モノブロックパワーアンプ NHB-458 が、2010 年のアメリカ・ラスヴェガスの CESと同時
開催のThe Showでデビューしました。
Hervé Deletraz 氏は目を輝かせて
「The NHB-458 has the linearity of a magnetic levitation train, and also the responsiveness speed of a Formula One !」
（NHB-458はリニアモーターカーの様なリニアリティと、フォーミュラーワン(F1) の様な反応速度を持っているんだよ！）
と言い、開発にあたり 長い期間と大きな開発費とエネルギーをかけた、絶対的な自信作品を見せてくれたのでした。
そのサウンドは Hervé Deletraz 氏が言う様に、NHB-458 はスーパーハイスピードでのレスポンスを実現し、Hervé Deletraz 氏によってアンプとしての究極形を具体的に形に
した物を 我々は目の当たりにしたのです。

NHB-458を完成させるにあたってHervé Deletraz 氏は、
「私の情熱を注ぎ込んで、全く妥協の無い アンプを作った結果がNHB-458なんだよ。  コストを抑える事もできた。だけどそれではdarTZeelのNHB-458ではなくなってしまう。」と、
妥協を全く許さない姿勢で、NHB-458を完成させたのです。

NHB-458の型式の「 N H B 」は、言わずと知れたNerver Heard Before（未だかつて聞いた事が無い）を意味し、 
「 4 5 8 」は 8Ω 450ワットのハイパワーである事を示します。

そのサウンドは、まさに型式のN H B（Nerver Heard Before：未だかつて聞いた事が無い）が示すように、今まで体験した事が無い程の現実感を帯びた 生きた音楽を再生。
NHB-458は darTZeel のデビュー作品であるパワーアンプNHB-108 model one が再生する ナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言った
すべての再生が各段に洗練さを増し、その再現性の高いピュアな音質は極限にまで高められたスピード感を帯びており、濁りの無い清み渡った音質表現を実現します。

NHB-458はエレクトロニクスを超越した存在と言えます。
どんなオーディオ的表現で語ろうともNHB-458のサウンドを表現するのに乏しく、まさに音楽情報の「そのまま」を出し切る純度の高さをNHB-458は再現するのです。
NHB-458は darTZeel 歴史のみならずオーディオの歴史に残る巨星となり、褪せる事無く その輝きを放ち続ける存在となる事でしょう。

NHB-458
モノブロックパワーアンプ

標準価格：￥22,000,000- （税別・ペア）

NHB-458 Monoblock Power Amplifier

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、
BNC端子の3種類が使用可能となっています。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC
接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオーディ
オ信号を伝送します。
開発者のHervé Deletraz（エーベ・デレートラ）
氏は、darTZeelプリアンプNHB-18NSとの高
いマッチングにより、NHB-18NS の使用を強く
推薦しています。

Specifications of NHB-458

XLR

NHB-458 は革新的なデザインのオーディオ回路を搭載しており、ステレオパワーアンプ NHB-108 model one の高い正確性を誇る上品な音質と、プリメインアンプ CTH-8550 の
ハイパワーを備えたモデルになっております。NHB-458 の最新オーディオ回路はNHB-108 model oneと同じフィロソフィーを元に設計された、トータル回路でのネガティブ・フィー
ドバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。基本的にオーディオの音声回路にはスイッチや接点がありません。オーディオの音声回路のシグナルパス上には基本的に
スイッチやリレー等の接点が無く、入力段や出力段等 ネガティブフィードバックをかけていない回路設計になっています。( ※XLR 入力回路には音質を考慮した不活性ガス入り
密閉型リレーを使用 ）

オーディオ信号が入力から出力に行く間にNHB-108 model one は 6 つのトランジスターを通って増幅していましたが、さらなる簡略化を実現し、NHB458 では 3 つのトランジスターのみ
を使用して増幅しています。NHB-108 model oneの回路を更にシンプルな構造にする事は不可能だと思っていましたが、9年の開発とリサーチ期間が不可能を可能にしました。
このNHB-458に搭載されたハイクオリティの新回路はNHB-108 model oneを越えるスピーディな 再生を実現し、透明感、ダイナミクス、低歪率、等をより高い次元へと引き上げました。
「SCNP darTZeel network」回路を通してのネガティブフィードバックは、出力段のDCドリフトを最小限に抑えることができる先進的な回路です。
XLRバランス入力はアクティブバランス形式を採用しています。アクティブバランス形式の採用により、よりよい周波数特性と音の純度が得られました。
パワートランスを2kVAの大型トロイダルトランス（4kVA）1基を搭載して安定した電源を確保。ダイナミックなパワーを保持します。
蛍光ディスプレーとモニター回路用予備パワーは、専用の小型トランスから電源供給されます。小型トランスはメインのオーディオ用パワートランスに影響の無い様に配置され、アナログ回
路とデジタル回路間の電磁波が発生しません。
darTZeel の新設計の保護回路ですが、今までのアンプに採用していた保護回路より優れた設計になっており、音質を劣化せずアンプ保護に大きく貢献する設計です。

オーディオ回路の大きな変更点

darTZeel の先進的モニター回路

最新の保護回路

NHB-458のシャーシ設計
NHB-458モノブロックパワーアンプは最高のパフォーマンスを発揮する為、パーツ1つ1つに至るまで厳選されており、シャーシを組み立てる際に使用するネジは極端に少なく、アルミニウムとガラスボー
ドの組合せの緻密な設計となっております。　
CNC によって超精密に加工されたアルミニウムシャーシのパーツと電磁波対策を考慮に入れた強化ガラスボードを、卓越した技術者達によって丁寧に組み立てられる事によりシャーシ全体で非常に優
れた振動対策を実現。　
キャビネット自体の共振をほぼゼロにする事で外部の振動によるノイズを完璧にシャットダウンします。

darTZeel のデビュー作品であるステレオパワーアンプ NHB-108 model oneは出力段のシングルプッシュのみの設計でしたが、それでは出力の制限があります。
大電力が発生しても なるべく少ないパラレルプッシュにて出力を引き出すために、darTZdeel は先進的な内部チェック回路を作り、そのチェック回路により電流の大きさに応じてシングル
プッシュから2～ 4つのパラレルプッシュまで使い分けて駆動しています。
このようにソフトウェアで出力段のパワートランジスターの並列駆動をなすべく少ない数で駆動する様にしていますが、大きな信号が入って来た場合はフル並列（4パラレルプッシュ）でスピー
カーに対して十分な電流を供給できるようにしています。

NHB-458の保護回路はソフトウェアーでコントロールされており、何か問題があった場合でもスピーカーのダメージが及ぶ前に保護回路が働くようになっています。　
さらにサーマルブレーカーも完備しており熱による問題をクリアーしています。この最新式の保護回路によってアンプ回路自体に保護回路を組み込んだ事により、
過電流に対して保護回路がリニアに反応し、出力電流ピークの最大許容量を飛躍的に高めました。

SCRと呼ばれる方式により この出力段の 4 個のパワートランジスターは 非常に近くに配置されており、特殊なハイブリット銅による熱結合で効率的な熱管理を行い電流バランスの調整等
を行い、ハイパワー出力時でもにじみのないクリアーな音をスムーズに出すことが出来ます。
ディスプレイパネルに表示される、リアルタイムの RMS 出力消費の表示、リアルタイムの ピーク出力消費の表示、リアルタイムの ピーク温度上昇の表示、リアルタイムの 平均温度上昇
の表示 等、アンプの内部動作をチェックする回路はかつてないほど多岐にわたっており、これらのリアルタイム測定は、出力段においてシングルプッシュから 2～ 4 つのパラレルプッシュ
まで並行して出力するデバイスの数を最小限にする事で、darTZeel の哲学である「シンプル」を実現します。

ディスプレーが取り付けられるアルミ製フロントパネルは、CNCで精密加工され 30mm厚 (NHB108 model oneの倍 )に及ぶ非常に剛性があるパーツになります。　
またシャーシ全体のパーツはフロントパネルと同様に超精密に CNC 加工されたアルミニウムのパーツで組み立てられており、この超精密に加工されたパーツ１つ１つによって組み立てられ
たNHB-458は、あたかも融合したかのようにフィットし優れた剛性を実現し、音質に悪影響を与える外部の振動をほぼ完璧に遮断します。

・

・

・サイドパネルはの強化グラスボードで磁気の影響を受けません。デビュー作品のステレオパワーアンプ NHB-108 
model one から採用していた形式で、グラスボードの採用により金属と電源トランス間等に電流を誘導する固有の
磁気ループが発生しません。　
これにより磁気の内部干渉を減少させ、清んだ透明感ある再生に貢献します。

NHB-458の非常に大きなトランスを支えるアルミ製プラットフォームは、3種類の寸法の伸縮自在の硬質樹脂製サスペンションによって支える構造になっています。
（プラットフォームは輸送時等の移動用にはネジで固定する仕組みになっており、使用時には取り外します。）
3種類の寸法のサスペンションはプラットフォームに搭載されたトランスの中央重心の周りに分布しており、
45～ 65Hzの間の振動と機器自体から発生するハムノイズを吸収する様にチューニングされています。
サスペンション3本のトータルの浮遊量は25キロ以上にも及びますが、このサスペンション形式の実現は
非常に高い精度が求められ、darTZeelにとってこの形式を採用する事は挑戦となりました。

NHB-458の内部設計

・

・
・
・
・

・

NHB-458 Monoblock Power Amplifier

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、
BNC端子の3種類が使用可能となっています。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC
接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオーディ
オ信号を伝送します。
開発者のHervé Deletraz（エーベ・デレートラ）
氏は、darTZeelプリアンプNHB-18NSとの高
いマッチングにより、NHB-18NS の使用を強く
推薦しています。

Specifications of NHB-458

XLR

NHB-458 は革新的なデザインのオーディオ回路を搭載しており、ステレオパワーアンプ NHB-108 model one の高い正確性を誇る上品な音質と、プリメインアンプ CTH-8550 の
ハイパワーを備えたモデルになっております。NHB-458 の最新オーディオ回路はNHB-108 model oneと同じフィロソフィーを元に設計された、トータル回路でのネガティブ・フィー
ドバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。基本的にオーディオの音声回路にはスイッチや接点がありません。オーディオの音声回路のシグナルパス上には基本的に
スイッチやリレー等の接点が無く、入力段や出力段等 ネガティブフィードバックをかけていない回路設計になっています。( ※XLR 入力回路には音質を考慮した不活性ガス入り
密閉型リレーを使用 ）

オーディオ信号が入力から出力に行く間にNHB-108 model one は 6 つのトランジスターを通って増幅していましたが、さらなる簡略化を実現し、NHB458 では 3 つのトランジスターのみ
を使用して増幅しています。NHB-108 model oneの回路を更にシンプルな構造にする事は不可能だと思っていましたが、9年の開発とリサーチ期間が不可能を可能にしました。
このNHB-458に搭載されたハイクオリティの新回路はNHB-108 model oneを越えるスピーディな 再生を実現し、透明感、ダイナミクス、低歪率、等をより高い次元へと引き上げました。
「SCNP darTZeel network」回路を通してのネガティブフィードバックは、出力段のDCドリフトを最小限に抑えることができる先進的な回路です。
XLRバランス入力はアクティブバランス形式を採用しています。アクティブバランス形式の採用により、よりよい周波数特性と音の純度が得られました。
パワートランスを2kVAの大型トロイダルトランス（4kVA）1基を搭載して安定した電源を確保。ダイナミックなパワーを保持します。
蛍光ディスプレーとモニター回路用予備パワーは、専用の小型トランスから電源供給されます。小型トランスはメインのオーディオ用パワートランスに影響の無い様に配置され、アナログ回
路とデジタル回路間の電磁波が発生しません。
darTZeel の新設計の保護回路ですが、今までのアンプに採用していた保護回路より優れた設計になっており、音質を劣化せずアンプ保護に大きく貢献する設計です。

オーディオ回路の大きな変更点

darTZeel の先進的モニター回路

最新の保護回路

NHB-458のシャーシ設計
NHB-458モノブロックパワーアンプは最高のパフォーマンスを発揮する為、パーツ1つ1つに至るまで厳選されており、シャーシを組み立てる際に使用するネジは極端に少なく、アルミニウムとガラスボー
ドの組合せの緻密な設計となっております。　
CNC によって超精密に加工されたアルミニウムシャーシのパーツと電磁波対策を考慮に入れた強化ガラスボードを、卓越した技術者達によって丁寧に組み立てられる事によりシャーシ全体で非常に優
れた振動対策を実現。　
キャビネット自体の共振をほぼゼロにする事で外部の振動によるノイズを完璧にシャットダウンします。

darTZeel のデビュー作品であるステレオパワーアンプ NHB-108 model oneは出力段のシングルプッシュのみの設計でしたが、それでは出力の制限があります。
大電力が発生しても なるべく少ないパラレルプッシュにて出力を引き出すために、darTZdeel は先進的な内部チェック回路を作り、そのチェック回路により電流の大きさに応じてシングル
プッシュから2～ 4つのパラレルプッシュまで使い分けて駆動しています。
このようにソフトウェアで出力段のパワートランジスターの並列駆動をなすべく少ない数で駆動する様にしていますが、大きな信号が入って来た場合はフル並列（4パラレルプッシュ）でスピー
カーに対して十分な電流を供給できるようにしています。

NHB-458の保護回路はソフトウェアーでコントロールされており、何か問題があった場合でもスピーカーのダメージが及ぶ前に保護回路が働くようになっています。　
さらにサーマルブレーカーも完備しており熱による問題をクリアーしています。この最新式の保護回路によってアンプ回路自体に保護回路を組み込んだ事により、
過電流に対して保護回路がリニアに反応し、出力電流ピークの最大許容量を飛躍的に高めました。

SCRと呼ばれる方式により この出力段の 4 個のパワートランジスターは 非常に近くに配置されており、特殊なハイブリット銅による熱結合で効率的な熱管理を行い電流バランスの調整等
を行い、ハイパワー出力時でもにじみのないクリアーな音をスムーズに出すことが出来ます。
ディスプレイパネルに表示される、リアルタイムの RMS 出力消費の表示、リアルタイムの ピーク出力消費の表示、リアルタイムの ピーク温度上昇の表示、リアルタイムの 平均温度上昇
の表示 等、アンプの内部動作をチェックする回路はかつてないほど多岐にわたっており、これらのリアルタイム測定は、出力段においてシングルプッシュから 2～ 4 つのパラレルプッシュ
まで並行して出力するデバイスの数を最小限にする事で、darTZeel の哲学である「シンプル」を実現します。

ディスプレーが取り付けられるアルミ製フロントパネルは、CNCで精密加工され 30mm厚 (NHB108 model oneの倍 )に及ぶ非常に剛性があるパーツになります。　
またシャーシ全体のパーツはフロントパネルと同様に超精密に CNC 加工されたアルミニウムのパーツで組み立てられており、この超精密に加工されたパーツ１つ１つによって組み立てられ
たNHB-458は、あたかも融合したかのようにフィットし優れた剛性を実現し、音質に悪影響を与える外部の振動をほぼ完璧に遮断します。

・

・

・サイドパネルはの強化グラスボードで磁気の影響を受けません。デビュー作品のステレオパワーアンプ NHB-108 
model one から採用していた形式で、グラスボードの採用により金属と電源トランス間等に電流を誘導する固有の
磁気ループが発生しません。　
これにより磁気の内部干渉を減少させ、清んだ透明感ある再生に貢献します。

NHB-458の非常に大きなトランスを支えるアルミ製プラットフォームは、3種類の寸法の伸縮自在の硬質樹脂製サスペンションによって支える構造になっています。
（プラットフォームは輸送時等の移動用にはネジで固定する仕組みになっており、使用時には取り外します。）
3種類の寸法のサスペンションはプラットフォームに搭載されたトランスの中央重心の周りに分布しており、
45～ 65Hzの間の振動と機器自体から発生するハムノイズを吸収する様にチューニングされています。
サスペンション3本のトータルの浮遊量は25キロ以上にも及びますが、このサスペンション形式の実現は
非常に高い精度が求められ、darTZeelにとってこの形式を採用する事は挑戦となりました。

NHB-458の内部設計

・

・
・
・
・

・

NHB-458 Monoblock Power AmplifierNHB-108 Stereo Power Amplifier NHB-18 NS Stereo Pre-Amplifier

NHB-108 model one は数知れない試作を経て、パーツ一つ一つを吟味選別し、オーバー
オール・ネガティブ・フィードバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。
デュアルモノ構成のアンプになり、一番に目を引くのがスモークグラスのトップカ
バー。ガラスは金属とは異なり全く磁気の影響を受けず、ゴムのシールと密着する事
により完璧な無塵状態を保ち、また優れた振動対策となります。
ガラスの採用は金属・電源トランス間に電流を誘導する固有の磁気のループが発生し
ません。これにより磁気の内部干渉を減少し、澄んだ透明感のある再生を実現しまし
た。
シャーシーは 10 ミクロンの精度を誇るスイスCNC製の工作機によって加工されたア
ルミニウムを採用し、内部は４室正確に分離し、総合干渉を遮断する事により音質の
劣化を防ぎます。オーディオ信号は入力から出力へと行く間に、１ペアの最終段のト
ランジスターを含めて６つのトランジスターを通り増幅され、それぞれのチャンネル
は合計 132,000μFの平滑コンデンサーが採用されています。
トランスのブロック両方にスイッチがあり、これによってスピーカーインピーダンス
の切り替えが可能となっています。１Ωや２Ωの低インピーダンスのスピーカーに対
応する Loモードと、４Ω～８Ωのスピーカーに対応するHi モードの選択が可能です。

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、BNC 端子の 3 種類が使用可能となっ
ており、使用する端子によって入力インピーダンスセレクターを切り替えます。
オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。

NHB-108 model one

Specifications of NHB-108 model one 

設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が 16 年にも及ぶ研究の末、完成させたNHB-108 model oneとの出会いは非常にセンセーショ
ナルでした。『両目』とも呼べる2つの大きなLEDランプ。トップカバーのガラス越しに見る事ができる『一切無駄の無い内部構造』。
そして一聴しただけでそれと解る、肌が粟立つ程の『ナチュラルな音楽再生』。  
その運命的な出会いからdarTZeel が日本に上陸するまで、それほど時間はかかるものではありませんでした。   
型式のNHBの由来を聞くと、Never Heard Before（かつて聞いた事がない）の頭文字を取ったものだと言う答え。  
まさにその名の通りパワーアンプNHB-108 model one の再生するそのナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言ったすべ
ての再生が、今まで聴いた事の無く、そして今まで感じた事のない程の大きな感動を与えてくれました。
パワーアンプNHB-108 model one が darZTeel の歴史の第一歩となって、多くの音楽ファン・オーディオファンの心に感動を刻んでいくのです。

NHB-18 NS

Specifications of NHB-18 NS

型式のN S は No Switch（ノー・スイッチ）の略で、darTZeel NHB-18 NS は音質を
最優先する為、オーディオ史上初のシグナルパス上にどんなスイッチも使われてい
ない回路です。
入力切り替えや音量調節の回路も、ポテンショメーター、抵抗、ラダー抵抗、リレー、
VCA 等使用されておりません。したがって、ボリュームの感触・位置等、今までに
無い感覚に出来上がっています。またバッテリー駆動方式により、トランスを使用
しておらず、内部の電磁波を発生させない設計になっています。
それぞれの人力ソース毎に、入力から出力まで、ゲイン 11dB で７個の半導体を使用
した増幅器通るだけ、フォノ EQ アンプ部はゲイン 66dB でありながらわずか６個の
増幅器を通るだけの、完全ディスクリート構成で、すべてのシグナルパスに、OP ア
ンプは使用されていません。 それぞれの入力毎にゲインを持たせ、その出力を切替え、
その後ボリュームを調節する回路構成になっています。
音量調節回路も、アナログ回路でありながら、ポテンショメーターや抵抗の切替式
のボリューム、VCA で無く、ロータリースイッチやリレーなども一切使用しており
ません。 この事により、ロータリースイッチやリレーを使用する場合に比べて、非常
に透明感のある音が得られます。

パワーアンプNHB-108 model oneの誕生から5年年の年月を経て、ベストマッチングであろうプリアンプNHB-18NSが誕生。  
初めてプリアンプNHB-18NSをパワーアンプNHB-108 model oneに接続して聴いた時、その透明感と音楽性には驚く事しか出来ません。
その驚きが感動に、そして喜びに変化する。そんな情緒を与えてくれます。パワーアンプ MHB-108model one を聴いた時に驚愕だったナチュラル
な音楽再生はより完璧に、より絶対的な存在となったのです。プリアンプNHB-18NSは、パワーアンプNHB-108 model oneと同様の原理で、オーバー
オールのネガティブフィードバックを使わない最も基本的な回路を使用。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC 接続は内外部の干渉・損傷がなくオーディオ信号を伝達するもので、darTZeel パワーアンプ
NHB-108 model oneとの接続を可能としています。Never Heard Beforeの名に恥じぬ至高のセパレートアンプの完成となったのです。
音楽を聴く事の喜びや楽しさを、darTZeel のアンプを通して実感する事になるでしょう。

シャーシーは 10ミクロンの精度を誇るスイスCNC 製の工作機によって加工されたアルミニウム
を採用。オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、内外部の干渉・損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。BNC 端子が入出力ともにあり、出力からパワーアンプ NHB-108 
model oneと接続し50ΩBNC電流伝送を実現します。　
またBNC入力は将来使用される端子となります。

ステレオパワーアンプ
標準価格：  ￥4,200,000- （税別）

プリアンプ
標準価格：  ￥4,800,000- （税別）

NHB-108 Stereo Power Amplifier NHB-18 NS Stereo Pre-Amplifier

NHB-108 model one は数知れない試作を経て、パーツ一つ一つを吟味選別し、オーバー
オール・ネガティブ・フィードバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。
デュアルモノ構成のアンプになり、一番に目を引くのがスモークグラスのトップカ
バー。ガラスは金属とは異なり全く磁気の影響を受けず、ゴムのシールと密着する事
により完璧な無塵状態を保ち、また優れた振動対策となります。
ガラスの採用は金属・電源トランス間に電流を誘導する固有の磁気のループが発生し
ません。これにより磁気の内部干渉を減少し、澄んだ透明感のある再生を実現しまし
た。
シャーシーは 10 ミクロンの精度を誇るスイスCNC製の工作機によって加工されたア
ルミニウムを採用し、内部は４室正確に分離し、総合干渉を遮断する事により音質の
劣化を防ぎます。オーディオ信号は入力から出力へと行く間に、１ペアの最終段のト
ランジスターを含めて６つのトランジスターを通り増幅され、それぞれのチャンネル
は合計 132,000μFの平滑コンデンサーが採用されています。
トランスのブロック両方にスイッチがあり、これによってスピーカーインピーダンス
の切り替えが可能となっています。１Ωや２Ωの低インピーダンスのスピーカーに対
応する Loモードと、４Ω～８Ωのスピーカーに対応するHi モードの選択が可能です。

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、BNC 端子の 3 種類が使用可能となっ
ており、使用する端子によって入力インピーダンスセレクターを切り替えます。
オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。

NHB-108 model one

Specifications of NHB-108 model one 

設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が 16 年にも及ぶ研究の末、完成させたNHB-108 model oneとの出会いは非常にセンセーショ
ナルでした。『両目』とも呼べる2つの大きなLEDランプ。トップカバーのガラス越しに見る事ができる『一切無駄の無い内部構造』。
そして一聴しただけでそれと解る、肌が粟立つ程の『ナチュラルな音楽再生』。  
その運命的な出会いからdarTZeel が日本に上陸するまで、それほど時間はかかるものではありませんでした。   
型式のNHBの由来を聞くと、Never Heard Before（かつて聞いた事がない）の頭文字を取ったものだと言う答え。  
まさにその名の通りパワーアンプNHB-108 model one の再生するそのナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言ったすべ
ての再生が、今まで聴いた事の無く、そして今まで感じた事のない程の大きな感動を与えてくれました。
パワーアンプNHB-108 model one が darZTeel の歴史の第一歩となって、多くの音楽ファン・オーディオファンの心に感動を刻んでいくのです。

NHB-18 NS

Specifications of NHB-18 NS

型式のN S は No Switch（ノー・スイッチ）の略で、darTZeel NHB-18 NS は音質を
最優先する為、オーディオ史上初のシグナルパス上にどんなスイッチも使われてい
ない回路です。
入力切り替えや音量調節の回路も、ポテンショメーター、抵抗、ラダー抵抗、リレー、
VCA 等使用されておりません。したがって、ボリュームの感触・位置等、今までに
無い感覚に出来上がっています。またバッテリー駆動方式により、トランスを使用
しておらず、内部の電磁波を発生させない設計になっています。
それぞれの人力ソース毎に、入力から出力まで、ゲイン 11dB で７個の半導体を使用
した増幅器通るだけ、フォノ EQ アンプ部はゲイン 66dB でありながらわずか６個の
増幅器を通るだけの、完全ディスクリート構成で、すべてのシグナルパスに、OP ア
ンプは使用されていません。 それぞれの入力毎にゲインを持たせ、その出力を切替え、
その後ボリュームを調節する回路構成になっています。
音量調節回路も、アナログ回路でありながら、ポテンショメーターや抵抗の切替式
のボリューム、VCA で無く、ロータリースイッチやリレーなども一切使用しており
ません。 この事により、ロータリースイッチやリレーを使用する場合に比べて、非常
に透明感のある音が得られます。

パワーアンプNHB-108 model oneの誕生から5年年の年月を経て、ベストマッチングであろうプリアンプNHB-18NSが誕生。  
初めてプリアンプNHB-18NSをパワーアンプNHB-108 model oneに接続して聴いた時、その透明感と音楽性には驚く事しか出来ません。
その驚きが感動に、そして喜びに変化する。そんな情緒を与えてくれます。パワーアンプ MHB-108model one を聴いた時に驚愕だったナチュラル
な音楽再生はより完璧に、より絶対的な存在となったのです。プリアンプNHB-18NSは、パワーアンプNHB-108 model oneと同様の原理で、オーバー
オールのネガティブフィードバックを使わない最も基本的な回路を使用。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC 接続は内外部の干渉・損傷がなくオーディオ信号を伝達するもので、darTZeel パワーアンプ
NHB-108 model oneとの接続を可能としています。Never Heard Beforeの名に恥じぬ至高のセパレートアンプの完成となったのです。
音楽を聴く事の喜びや楽しさを、darTZeel のアンプを通して実感する事になるでしょう。

シャーシーは 10ミクロンの精度を誇るスイスCNC 製の工作機によって加工されたアルミニウム
を採用。オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、内外部の干渉・損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。BNC 端子が入出力ともにあり、出力からパワーアンプ NHB-108 
model oneと接続し50ΩBNC電流伝送を実現します。　
またBNC入力は将来使用される端子となります。

ステレオパワーアンプ
標準価格：  ￥4,200,000- （税別）

プリアンプ
標準価格：  ￥4,800,000- （税別）



Never Heard Before
Close To Heaven

CTH-8550 Integrated Amplifier

プリメインアンプ CTH-8550 はパワーアンプ NHB-108 model one・プリアンプ NHB-18 NS と同じ原理で、オーバーオールのフィードバックなしの回路
を使用しています。  NHB シリーズの最大の魅力である「超忠実な音の再生」は、CTH-8550 にも受け継がれており、世界最高峰の Swiss made・
インテグレーテッドアンプの地位を確立します。製品名の CTH-8550 の「C T H」由来は、Close to Heaven（天国に近づく、の意味）の略。その
最高峰インテグレーテッドアンプが再生する音楽は、生きた響きを帯び、その非常に生 し々い響きは比類無き滑らかさを再現。音場も誇張しすぎる事なく、
ナチュラルに再生します。まさに、天にも昇る幸福感を感じるのです。CTH-8550 によって再現される音楽は、長く聴けば聴く程心の中に染み入り心の
奥底にある感受性に訴えかける。Close to Heaven の名前を、誇りを持って付けた darTZeel の Herve Deletraz・Serge Roch 両氏の想いを、
CTH-8550は伝えていくのです。

増幅回路は可能な限りシンプルにしましたが、出力段をパラレルにする事によりどんなスピーカーと組み合
わせても問題なくドライブ出来るようになっています。　
アナログ回路の安定化電源はすべてアナログ回路の近くに配置しており、これによりリップルを低減し、イ
ンピーダンスも低く抑える為、非常にローノイズな電源として音質に貢献します。
またオーディオアンプでは世界初である、アナログ回路の出力はデジタル回路の手法で DC ドリフト補正回
路が組まれています。OP アンプを使用せずとも直流が出力に出ないようになっており、音質劣化をせずシ
ステムに優しいアンプに仕上げています。

ブラックカラー

\ -
-

Specifications of CTH-8550

入力はRCA・XLR・BNCから選択できます。
BNC50Ω電流伝送は Playback Designs SACDプレーヤー MPS-5 等に接続可能。工場出荷時にユーザー名登
録して出荷します。オーダー時にアルファベット 19 文字以内でお名前をお知らせ下さい。また MM・MC
のフォノ機能は、オプション（追加）で装備可能。

CTH-8550
プリメインアンプ

標準価格：  ￥3,500,000- （税別）

50ΩBNC電流伝送
darTZeel のアンプに標準装備されている ５０ΩBNC 接続により、RCAアンバランス・XLR バランス接続に比べ飛躍的な音質の向上を実現しています。通常はオーディオ信号を電圧ベースで伝送する所を電流ベース
で行う為、外部の干渉・内部の損傷が無くオーディオ信号を伝送する事が可能となりました。 設計者の Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏は、BNC 接続においてどれだけ長尺ケーブルを使用しても音質の劣化
は皆無だと主張しBNC接続を強く勧めています。
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darTZeelの初のパワーアンプ

NHB-108 model one。

設計者 darTZeelの Hervé Deletrazが 16年の研究の末に完成させ、

Serge Rockと共に世の中に送り出した 

マスターピースです。

その NHB-108 model oneの誕生から

更に 11年の時を経て

darTZeelとして培った 新しいテクノロジーを携え

モノブロックパワーアンプ  NHB-458が完成しました。

darTZeelのアンプは

もはや比類無き完成度を誇り、

その奏でる音楽を聴く時

「オーディオの完成形」を見たと

感じ得ずにはいられません。

darTZeelは未来のハイエンドオーディオの

伝説を作り上げていきます。

darTZeel（ダールジール）の設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が、16 年にも及ぶ研究の末に完成させた。
NHB-108 model oneとの非常にセンセーショナルな出会いから10 年の年月が経ち、モノブロックパワーアンプ NHB-458 が、2010 年のアメリカ・ラスヴェガスの CESと同時
開催のThe Showでデビューしました。
Hervé Deletraz 氏は目を輝かせて
「The NHB-458 has the linearity of a magnetic levitation train, and also the responsiveness speed of a Formula One !」
（NHB-458はリニアモーターカーの様なリニアリティと、フォーミュラーワン(F1) の様な反応速度を持っているんだよ！）
と言い、開発にあたり 長い期間と大きな開発費とエネルギーをかけた、絶対的な自信作品を見せてくれたのでした。
そのサウンドは Hervé Deletraz 氏が言う様に、NHB-458 はスーパーハイスピードでのレスポンスを実現し、Hervé Deletraz 氏によってアンプとしての究極形を具体的に形に
した物を 我々は目の当たりにしたのです。

NHB-458を完成させるにあたってHervé Deletraz 氏は、
「私の情熱を注ぎ込んで、全く妥協の無い アンプを作った結果がNHB-458なんだよ。  コストを抑える事もできた。だけどそれではdarTZeelのNHB-458ではなくなってしまう。」と、
妥協を全く許さない姿勢で、NHB-458を完成させたのです。

NHB-458の型式の「 N H B 」は、言わずと知れたNerver Heard Before（未だかつて聞いた事が無い）を意味し、 
「 4 5 8 」は 8Ω 450ワットのハイパワーである事を示します。

そのサウンドは、まさに型式のN H B（Nerver Heard Before：未だかつて聞いた事が無い）が示すように、今まで体験した事が無い程の現実感を帯びた 生きた音楽を再生。
NHB-458は darTZeel のデビュー作品であるパワーアンプNHB-108 model one が再生する ナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言った
すべての再生が各段に洗練さを増し、その再現性の高いピュアな音質は極限にまで高められたスピード感を帯びており、濁りの無い清み渡った音質表現を実現します。

NHB-458はエレクトロニクスを超越した存在と言えます。
どんなオーディオ的表現で語ろうともNHB-458のサウンドを表現するのに乏しく、まさに音楽情報の「そのまま」を出し切る純度の高さをNHB-458は再現するのです。
NHB-458は darTZeel 歴史のみならずオーディオの歴史に残る巨星となり、褪せる事無く その輝きを放ち続ける存在となる事でしょう。

NHB-458
モノブロックパワーアンプ

標準価格：￥22,000,000- （税別・ペア）

NHB-458 Monoblock Power Amplifier

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、
BNC端子の3種類が使用可能となっています。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC
接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオーディ
オ信号を伝送します。
開発者のHervé Deletraz（エーベ・デレートラ）
氏は、darTZeelプリアンプNHB-18NSとの高
いマッチングにより、NHB-18NS の使用を強く
推薦しています。

Specifications of NHB-458

XLR

NHB-458 は革新的なデザインのオーディオ回路を搭載しており、ステレオパワーアンプ NHB-108 model one の高い正確性を誇る上品な音質と、プリメインアンプ CTH-8550 の
ハイパワーを備えたモデルになっております。NHB-458 の最新オーディオ回路はNHB-108 model oneと同じフィロソフィーを元に設計された、トータル回路でのネガティブ・フィー
ドバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。基本的にオーディオの音声回路にはスイッチや接点がありません。オーディオの音声回路のシグナルパス上には基本的に
スイッチやリレー等の接点が無く、入力段や出力段等 ネガティブフィードバックをかけていない回路設計になっています。( ※XLR 入力回路には音質を考慮した不活性ガス入り
密閉型リレーを使用 ）

オーディオ信号が入力から出力に行く間にNHB-108 model one は 6 つのトランジスターを通って増幅していましたが、さらなる簡略化を実現し、NHB458 では 3 つのトランジスターのみ
を使用して増幅しています。NHB-108 model oneの回路を更にシンプルな構造にする事は不可能だと思っていましたが、9年の開発とリサーチ期間が不可能を可能にしました。
このNHB-458に搭載されたハイクオリティの新回路はNHB-108 model oneを越えるスピーディな 再生を実現し、透明感、ダイナミクス、低歪率、等をより高い次元へと引き上げました。
「SCNP darTZeel network」回路を通してのネガティブフィードバックは、出力段のDCドリフトを最小限に抑えることができる先進的な回路です。
XLRバランス入力はアクティブバランス形式を採用しています。アクティブバランス形式の採用により、よりよい周波数特性と音の純度が得られました。
パワートランスを2kVAの大型トロイダルトランス（4kVA）1基を搭載して安定した電源を確保。ダイナミックなパワーを保持します。
蛍光ディスプレーとモニター回路用予備パワーは、専用の小型トランスから電源供給されます。小型トランスはメインのオーディオ用パワートランスに影響の無い様に配置され、アナログ回
路とデジタル回路間の電磁波が発生しません。
darTZeel の新設計の保護回路ですが、今までのアンプに採用していた保護回路より優れた設計になっており、音質を劣化せずアンプ保護に大きく貢献する設計です。

オーディオ回路の大きな変更点

darTZeel の先進的モニター回路

最新の保護回路

NHB-458のシャーシ設計
NHB-458モノブロックパワーアンプは最高のパフォーマンスを発揮する為、パーツ1つ1つに至るまで厳選されており、シャーシを組み立てる際に使用するネジは極端に少なく、アルミニウムとガラスボー
ドの組合せの緻密な設計となっております。　
CNC によって超精密に加工されたアルミニウムシャーシのパーツと電磁波対策を考慮に入れた強化ガラスボードを、卓越した技術者達によって丁寧に組み立てられる事によりシャーシ全体で非常に優
れた振動対策を実現。　
キャビネット自体の共振をほぼゼロにする事で外部の振動によるノイズを完璧にシャットダウンします。

darTZeel のデビュー作品であるステレオパワーアンプ NHB-108 model oneは出力段のシングルプッシュのみの設計でしたが、それでは出力の制限があります。
大電力が発生しても なるべく少ないパラレルプッシュにて出力を引き出すために、darTZdeel は先進的な内部チェック回路を作り、そのチェック回路により電流の大きさに応じてシングル
プッシュから2～ 4つのパラレルプッシュまで使い分けて駆動しています。
このようにソフトウェアで出力段のパワートランジスターの並列駆動をなすべく少ない数で駆動する様にしていますが、大きな信号が入って来た場合はフル並列（4パラレルプッシュ）でスピー
カーに対して十分な電流を供給できるようにしています。

NHB-458の保護回路はソフトウェアーでコントロールされており、何か問題があった場合でもスピーカーのダメージが及ぶ前に保護回路が働くようになっています。　
さらにサーマルブレーカーも完備しており熱による問題をクリアーしています。この最新式の保護回路によってアンプ回路自体に保護回路を組み込んだ事により、
過電流に対して保護回路がリニアに反応し、出力電流ピークの最大許容量を飛躍的に高めました。

SCRと呼ばれる方式により この出力段の 4 個のパワートランジスターは 非常に近くに配置されており、特殊なハイブリット銅による熱結合で効率的な熱管理を行い電流バランスの調整等
を行い、ハイパワー出力時でもにじみのないクリアーな音をスムーズに出すことが出来ます。
ディスプレイパネルに表示される、リアルタイムの RMS 出力消費の表示、リアルタイムの ピーク出力消費の表示、リアルタイムの ピーク温度上昇の表示、リアルタイムの 平均温度上昇
の表示 等、アンプの内部動作をチェックする回路はかつてないほど多岐にわたっており、これらのリアルタイム測定は、出力段においてシングルプッシュから 2～ 4 つのパラレルプッシュ
まで並行して出力するデバイスの数を最小限にする事で、darTZeel の哲学である「シンプル」を実現します。

ディスプレーが取り付けられるアルミ製フロントパネルは、CNCで精密加工され 30mm厚 (NHB108 model oneの倍 )に及ぶ非常に剛性があるパーツになります。　
またシャーシ全体のパーツはフロントパネルと同様に超精密に CNC 加工されたアルミニウムのパーツで組み立てられており、この超精密に加工されたパーツ１つ１つによって組み立てられ
たNHB-458は、あたかも融合したかのようにフィットし優れた剛性を実現し、音質に悪影響を与える外部の振動をほぼ完璧に遮断します。

・

・

・サイドパネルはの強化グラスボードで磁気の影響を受けません。デビュー作品のステレオパワーアンプ NHB-108 
model one から採用していた形式で、グラスボードの採用により金属と電源トランス間等に電流を誘導する固有の
磁気ループが発生しません。　
これにより磁気の内部干渉を減少させ、清んだ透明感ある再生に貢献します。

NHB-458の非常に大きなトランスを支えるアルミ製プラットフォームは、3種類の寸法の伸縮自在の硬質樹脂製サスペンションによって支える構造になっています。
（プラットフォームは輸送時等の移動用にはネジで固定する仕組みになっており、使用時には取り外します。）
3種類の寸法のサスペンションはプラットフォームに搭載されたトランスの中央重心の周りに分布しており、
45～ 65Hzの間の振動と機器自体から発生するハムノイズを吸収する様にチューニングされています。
サスペンション3本のトータルの浮遊量は25キロ以上にも及びますが、このサスペンション形式の実現は
非常に高い精度が求められ、darTZeelにとってこの形式を採用する事は挑戦となりました。

NHB-458の内部設計

・

・
・
・
・

・

NHB-458 Monoblock Power Amplifier

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、
BNC端子の3種類が使用可能となっています。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC
接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオーディ
オ信号を伝送します。
開発者のHervé Deletraz（エーベ・デレートラ）
氏は、darTZeelプリアンプNHB-18NSとの高
いマッチングにより、NHB-18NS の使用を強く
推薦しています。

Specifications of NHB-458

XLR

NHB-458 は革新的なデザインのオーディオ回路を搭載しており、ステレオパワーアンプ NHB-108 model one の高い正確性を誇る上品な音質と、プリメインアンプ CTH-8550 の
ハイパワーを備えたモデルになっております。NHB-458 の最新オーディオ回路はNHB-108 model oneと同じフィロソフィーを元に設計された、トータル回路でのネガティブ・フィー
ドバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。基本的にオーディオの音声回路にはスイッチや接点がありません。オーディオの音声回路のシグナルパス上には基本的に
スイッチやリレー等の接点が無く、入力段や出力段等 ネガティブフィードバックをかけていない回路設計になっています。( ※XLR 入力回路には音質を考慮した不活性ガス入り
密閉型リレーを使用 ）

オーディオ信号が入力から出力に行く間にNHB-108 model one は 6 つのトランジスターを通って増幅していましたが、さらなる簡略化を実現し、NHB458 では 3 つのトランジスターのみ
を使用して増幅しています。NHB-108 model oneの回路を更にシンプルな構造にする事は不可能だと思っていましたが、9年の開発とリサーチ期間が不可能を可能にしました。
このNHB-458に搭載されたハイクオリティの新回路はNHB-108 model oneを越えるスピーディな 再生を実現し、透明感、ダイナミクス、低歪率、等をより高い次元へと引き上げました。
「SCNP darTZeel network」回路を通してのネガティブフィードバックは、出力段のDCドリフトを最小限に抑えることができる先進的な回路です。
XLRバランス入力はアクティブバランス形式を採用しています。アクティブバランス形式の採用により、よりよい周波数特性と音の純度が得られました。
パワートランスを2kVAの大型トロイダルトランス（4kVA）1基を搭載して安定した電源を確保。ダイナミックなパワーを保持します。
蛍光ディスプレーとモニター回路用予備パワーは、専用の小型トランスから電源供給されます。小型トランスはメインのオーディオ用パワートランスに影響の無い様に配置され、アナログ回
路とデジタル回路間の電磁波が発生しません。
darTZeel の新設計の保護回路ですが、今までのアンプに採用していた保護回路より優れた設計になっており、音質を劣化せずアンプ保護に大きく貢献する設計です。

オーディオ回路の大きな変更点

darTZeel の先進的モニター回路

最新の保護回路

NHB-458のシャーシ設計
NHB-458モノブロックパワーアンプは最高のパフォーマンスを発揮する為、パーツ1つ1つに至るまで厳選されており、シャーシを組み立てる際に使用するネジは極端に少なく、アルミニウムとガラスボー
ドの組合せの緻密な設計となっております。　
CNC によって超精密に加工されたアルミニウムシャーシのパーツと電磁波対策を考慮に入れた強化ガラスボードを、卓越した技術者達によって丁寧に組み立てられる事によりシャーシ全体で非常に優
れた振動対策を実現。　
キャビネット自体の共振をほぼゼロにする事で外部の振動によるノイズを完璧にシャットダウンします。

darTZeel のデビュー作品であるステレオパワーアンプ NHB-108 model oneは出力段のシングルプッシュのみの設計でしたが、それでは出力の制限があります。
大電力が発生しても なるべく少ないパラレルプッシュにて出力を引き出すために、darTZdeel は先進的な内部チェック回路を作り、そのチェック回路により電流の大きさに応じてシングル
プッシュから2～ 4つのパラレルプッシュまで使い分けて駆動しています。
このようにソフトウェアで出力段のパワートランジスターの並列駆動をなすべく少ない数で駆動する様にしていますが、大きな信号が入って来た場合はフル並列（4パラレルプッシュ）でスピー
カーに対して十分な電流を供給できるようにしています。

NHB-458の保護回路はソフトウェアーでコントロールされており、何か問題があった場合でもスピーカーのダメージが及ぶ前に保護回路が働くようになっています。　
さらにサーマルブレーカーも完備しており熱による問題をクリアーしています。この最新式の保護回路によってアンプ回路自体に保護回路を組み込んだ事により、
過電流に対して保護回路がリニアに反応し、出力電流ピークの最大許容量を飛躍的に高めました。

SCRと呼ばれる方式により この出力段の 4 個のパワートランジスターは 非常に近くに配置されており、特殊なハイブリット銅による熱結合で効率的な熱管理を行い電流バランスの調整等
を行い、ハイパワー出力時でもにじみのないクリアーな音をスムーズに出すことが出来ます。
ディスプレイパネルに表示される、リアルタイムの RMS 出力消費の表示、リアルタイムの ピーク出力消費の表示、リアルタイムの ピーク温度上昇の表示、リアルタイムの 平均温度上昇
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ディスプレーが取り付けられるアルミ製フロントパネルは、CNCで精密加工され 30mm厚 (NHB108 model oneの倍 )に及ぶ非常に剛性があるパーツになります。　
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たNHB-458は、あたかも融合したかのようにフィットし優れた剛性を実現し、音質に悪影響を与える外部の振動をほぼ完璧に遮断します。
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model one から採用していた形式で、グラスボードの採用により金属と電源トランス間等に電流を誘導する固有の
磁気ループが発生しません。　
これにより磁気の内部干渉を減少させ、清んだ透明感ある再生に貢献します。

NHB-458の非常に大きなトランスを支えるアルミ製プラットフォームは、3種類の寸法の伸縮自在の硬質樹脂製サスペンションによって支える構造になっています。
（プラットフォームは輸送時等の移動用にはネジで固定する仕組みになっており、使用時には取り外します。）
3種類の寸法のサスペンションはプラットフォームに搭載されたトランスの中央重心の周りに分布しており、
45～ 65Hzの間の振動と機器自体から発生するハムノイズを吸収する様にチューニングされています。
サスペンション3本のトータルの浮遊量は25キロ以上にも及びますが、このサスペンション形式の実現は
非常に高い精度が求められ、darTZeelにとってこの形式を採用する事は挑戦となりました。

NHB-458の内部設計

・

・
・
・
・

・

NHB-458 Monoblock Power AmplifierNHB-108 Stereo Power Amplifier NHB-18 NS Stereo Pre-Amplifier

NHB-108 model one は数知れない試作を経て、パーツ一つ一つを吟味選別し、オーバー
オール・ネガティブ・フィードバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。
デュアルモノ構成のアンプになり、一番に目を引くのがスモークグラスのトップカ
バー。ガラスは金属とは異なり全く磁気の影響を受けず、ゴムのシールと密着する事
により完璧な無塵状態を保ち、また優れた振動対策となります。
ガラスの採用は金属・電源トランス間に電流を誘導する固有の磁気のループが発生し
ません。これにより磁気の内部干渉を減少し、澄んだ透明感のある再生を実現しまし
た。
シャーシーは 10 ミクロンの精度を誇るスイスCNC製の工作機によって加工されたア
ルミニウムを採用し、内部は４室正確に分離し、総合干渉を遮断する事により音質の
劣化を防ぎます。オーディオ信号は入力から出力へと行く間に、１ペアの最終段のト
ランジスターを含めて６つのトランジスターを通り増幅され、それぞれのチャンネル
は合計 132,000μFの平滑コンデンサーが採用されています。
トランスのブロック両方にスイッチがあり、これによってスピーカーインピーダンス
の切り替えが可能となっています。１Ωや２Ωの低インピーダンスのスピーカーに対
応する Loモードと、４Ω～８Ωのスピーカーに対応するHi モードの選択が可能です。

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、BNC 端子の 3 種類が使用可能となっ
ており、使用する端子によって入力インピーダンスセレクターを切り替えます。
オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。

NHB-108 model one

Specifications of NHB-108 model one 

設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が 16 年にも及ぶ研究の末、完成させたNHB-108 model oneとの出会いは非常にセンセーショ
ナルでした。『両目』とも呼べる2つの大きなLEDランプ。トップカバーのガラス越しに見る事ができる『一切無駄の無い内部構造』。
そして一聴しただけでそれと解る、肌が粟立つ程の『ナチュラルな音楽再生』。  
その運命的な出会いからdarTZeel が日本に上陸するまで、それほど時間はかかるものではありませんでした。   
型式のNHBの由来を聞くと、Never Heard Before（かつて聞いた事がない）の頭文字を取ったものだと言う答え。  
まさにその名の通りパワーアンプNHB-108 model one の再生するそのナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言ったすべ
ての再生が、今まで聴いた事の無く、そして今まで感じた事のない程の大きな感動を与えてくれました。
パワーアンプNHB-108 model one が darZTeel の歴史の第一歩となって、多くの音楽ファン・オーディオファンの心に感動を刻んでいくのです。

NHB-18 NS

Specifications of NHB-18 NS

型式のN S は No Switch（ノー・スイッチ）の略で、darTZeel NHB-18 NS は音質を
最優先する為、オーディオ史上初のシグナルパス上にどんなスイッチも使われてい
ない回路です。
入力切り替えや音量調節の回路も、ポテンショメーター、抵抗、ラダー抵抗、リレー、
VCA 等使用されておりません。したがって、ボリュームの感触・位置等、今までに
無い感覚に出来上がっています。またバッテリー駆動方式により、トランスを使用
しておらず、内部の電磁波を発生させない設計になっています。
それぞれの人力ソース毎に、入力から出力まで、ゲイン 11dB で７個の半導体を使用
した増幅器通るだけ、フォノ EQ アンプ部はゲイン 66dB でありながらわずか６個の
増幅器を通るだけの、完全ディスクリート構成で、すべてのシグナルパスに、OP ア
ンプは使用されていません。 それぞれの入力毎にゲインを持たせ、その出力を切替え、
その後ボリュームを調節する回路構成になっています。
音量調節回路も、アナログ回路でありながら、ポテンショメーターや抵抗の切替式
のボリューム、VCA で無く、ロータリースイッチやリレーなども一切使用しており
ません。 この事により、ロータリースイッチやリレーを使用する場合に比べて、非常
に透明感のある音が得られます。

パワーアンプNHB-108 model oneの誕生から5年年の年月を経て、ベストマッチングであろうプリアンプNHB-18NSが誕生。  
初めてプリアンプNHB-18NSをパワーアンプNHB-108 model oneに接続して聴いた時、その透明感と音楽性には驚く事しか出来ません。
その驚きが感動に、そして喜びに変化する。そんな情緒を与えてくれます。パワーアンプ MHB-108model one を聴いた時に驚愕だったナチュラル
な音楽再生はより完璧に、より絶対的な存在となったのです。プリアンプNHB-18NSは、パワーアンプNHB-108 model oneと同様の原理で、オーバー
オールのネガティブフィードバックを使わない最も基本的な回路を使用。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC 接続は内外部の干渉・損傷がなくオーディオ信号を伝達するもので、darTZeel パワーアンプ
NHB-108 model oneとの接続を可能としています。Never Heard Beforeの名に恥じぬ至高のセパレートアンプの完成となったのです。
音楽を聴く事の喜びや楽しさを、darTZeel のアンプを通して実感する事になるでしょう。

シャーシーは 10ミクロンの精度を誇るスイスCNC 製の工作機によって加工されたアルミニウム
を採用。オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、内外部の干渉・損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。BNC 端子が入出力ともにあり、出力からパワーアンプ NHB-108 
model oneと接続し50ΩBNC電流伝送を実現します。　
またBNC入力は将来使用される端子となります。

ステレオパワーアンプ
標準価格：  ￥4,200,000- （税別）

プリアンプ
標準価格：  ￥4,800,000- （税別）

NHB-108 Stereo Power Amplifier NHB-18 NS Stereo Pre-Amplifier

NHB-108 model one は数知れない試作を経て、パーツ一つ一つを吟味選別し、オーバー
オール・ネガティブ・フィードバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。
デュアルモノ構成のアンプになり、一番に目を引くのがスモークグラスのトップカ
バー。ガラスは金属とは異なり全く磁気の影響を受けず、ゴムのシールと密着する事
により完璧な無塵状態を保ち、また優れた振動対策となります。
ガラスの採用は金属・電源トランス間に電流を誘導する固有の磁気のループが発生し
ません。これにより磁気の内部干渉を減少し、澄んだ透明感のある再生を実現しまし
た。
シャーシーは 10 ミクロンの精度を誇るスイスCNC製の工作機によって加工されたア
ルミニウムを採用し、内部は４室正確に分離し、総合干渉を遮断する事により音質の
劣化を防ぎます。オーディオ信号は入力から出力へと行く間に、１ペアの最終段のト
ランジスターを含めて６つのトランジスターを通り増幅され、それぞれのチャンネル
は合計 132,000μFの平滑コンデンサーが採用されています。
トランスのブロック両方にスイッチがあり、これによってスピーカーインピーダンス
の切り替えが可能となっています。１Ωや２Ωの低インピーダンスのスピーカーに対
応する Loモードと、４Ω～８Ωのスピーカーに対応するHi モードの選択が可能です。

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、BNC 端子の 3 種類が使用可能となっ
ており、使用する端子によって入力インピーダンスセレクターを切り替えます。
オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。

NHB-108 model one

Specifications of NHB-108 model one 

設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が 16 年にも及ぶ研究の末、完成させたNHB-108 model oneとの出会いは非常にセンセーショ
ナルでした。『両目』とも呼べる2つの大きなLEDランプ。トップカバーのガラス越しに見る事ができる『一切無駄の無い内部構造』。
そして一聴しただけでそれと解る、肌が粟立つ程の『ナチュラルな音楽再生』。  
その運命的な出会いからdarTZeel が日本に上陸するまで、それほど時間はかかるものではありませんでした。   
型式のNHBの由来を聞くと、Never Heard Before（かつて聞いた事がない）の頭文字を取ったものだと言う答え。  
まさにその名の通りパワーアンプNHB-108 model one の再生するそのナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言ったすべ
ての再生が、今まで聴いた事の無く、そして今まで感じた事のない程の大きな感動を与えてくれました。
パワーアンプNHB-108 model one が darZTeel の歴史の第一歩となって、多くの音楽ファン・オーディオファンの心に感動を刻んでいくのです。

NHB-18 NS

Specifications of NHB-18 NS

型式のN S は No Switch（ノー・スイッチ）の略で、darTZeel NHB-18 NS は音質を
最優先する為、オーディオ史上初のシグナルパス上にどんなスイッチも使われてい
ない回路です。
入力切り替えや音量調節の回路も、ポテンショメーター、抵抗、ラダー抵抗、リレー、
VCA 等使用されておりません。したがって、ボリュームの感触・位置等、今までに
無い感覚に出来上がっています。またバッテリー駆動方式により、トランスを使用
しておらず、内部の電磁波を発生させない設計になっています。
それぞれの人力ソース毎に、入力から出力まで、ゲイン 11dB で７個の半導体を使用
した増幅器通るだけ、フォノ EQ アンプ部はゲイン 66dB でありながらわずか６個の
増幅器を通るだけの、完全ディスクリート構成で、すべてのシグナルパスに、OP ア
ンプは使用されていません。 それぞれの入力毎にゲインを持たせ、その出力を切替え、
その後ボリュームを調節する回路構成になっています。
音量調節回路も、アナログ回路でありながら、ポテンショメーターや抵抗の切替式
のボリューム、VCA で無く、ロータリースイッチやリレーなども一切使用しており
ません。 この事により、ロータリースイッチやリレーを使用する場合に比べて、非常
に透明感のある音が得られます。

パワーアンプNHB-108 model oneの誕生から5年年の年月を経て、ベストマッチングであろうプリアンプNHB-18NSが誕生。  
初めてプリアンプNHB-18NSをパワーアンプNHB-108 model oneに接続して聴いた時、その透明感と音楽性には驚く事しか出来ません。
その驚きが感動に、そして喜びに変化する。そんな情緒を与えてくれます。パワーアンプ MHB-108model one を聴いた時に驚愕だったナチュラル
な音楽再生はより完璧に、より絶対的な存在となったのです。プリアンプNHB-18NSは、パワーアンプNHB-108 model oneと同様の原理で、オーバー
オールのネガティブフィードバックを使わない最も基本的な回路を使用。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC 接続は内外部の干渉・損傷がなくオーディオ信号を伝達するもので、darTZeel パワーアンプ
NHB-108 model oneとの接続を可能としています。Never Heard Beforeの名に恥じぬ至高のセパレートアンプの完成となったのです。
音楽を聴く事の喜びや楽しさを、darTZeel のアンプを通して実感する事になるでしょう。

シャーシーは 10ミクロンの精度を誇るスイスCNC 製の工作機によって加工されたアルミニウム
を採用。オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、内外部の干渉・損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。BNC 端子が入出力ともにあり、出力からパワーアンプ NHB-108 
model oneと接続し50ΩBNC電流伝送を実現します。　
またBNC入力は将来使用される端子となります。

ステレオパワーアンプ
標準価格：  ￥4,200,000- （税別）

プリアンプ
標準価格：  ￥4,800,000- （税別）



Never Heard Before
Close To Heaven

CTH-8550 Integrated Amplifier

プリメインアンプ CTH-8550 はパワーアンプ NHB-108 model one・プリアンプ NHB-18 NS と同じ原理で、オーバーオールのフィードバックなしの回路
を使用しています。  NHB シリーズの最大の魅力である「超忠実な音の再生」は、CTH-8550 にも受け継がれており、世界最高峰の Swiss made・
インテグレーテッドアンプの地位を確立します。製品名の CTH-8550 の「C T H」由来は、Close to Heaven（天国に近づく、の意味）の略。その
最高峰インテグレーテッドアンプが再生する音楽は、生きた響きを帯び、その非常に生 し々い響きは比類無き滑らかさを再現。音場も誇張しすぎる事なく、
ナチュラルに再生します。まさに、天にも昇る幸福感を感じるのです。CTH-8550 によって再現される音楽は、長く聴けば聴く程心の中に染み入り心の
奥底にある感受性に訴えかける。Close to Heaven の名前を、誇りを持って付けた darTZeel の Herve Deletraz・Serge Roch 両氏の想いを、
CTH-8550は伝えていくのです。

増幅回路は可能な限りシンプルにしましたが、出力段をパラレルにする事によりどんなスピーカーと組み合
わせても問題なくドライブ出来るようになっています。　
アナログ回路の安定化電源はすべてアナログ回路の近くに配置しており、これによりリップルを低減し、イ
ンピーダンスも低く抑える為、非常にローノイズな電源として音質に貢献します。
またオーディオアンプでは世界初である、アナログ回路の出力はデジタル回路の手法で DC ドリフト補正回
路が組まれています。OP アンプを使用せずとも直流が出力に出ないようになっており、音質劣化をせずシ
ステムに優しいアンプに仕上げています。

ブラックカラー

\ -
-

Specifications of CTH-8550

入力はRCA・XLR・BNCから選択できます。
BNC50Ω電流伝送は Playback Designs SACDプレーヤー MPS-5 等に接続可能。工場出荷時にユーザー名登
録して出荷します。オーダー時にアルファベット 19 文字以内でお名前をお知らせ下さい。また MM・MC
のフォノ機能は、オプション（追加）で装備可能。

CTH-8550
プリメインアンプ

標準価格：  ￥3,500,000- （税別）

50ΩBNC電流伝送
darTZeel のアンプに標準装備されている ５０ΩBNC 接続により、RCAアンバランス・XLR バランス接続に比べ飛躍的な音質の向上を実現しています。通常はオーディオ信号を電圧ベースで伝送する所を電流ベース
で行う為、外部の干渉・内部の損傷が無くオーディオ信号を伝送する事が可能となりました。 設計者の Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏は、BNC 接続においてどれだけ長尺ケーブルを使用しても音質の劣化
は皆無だと主張しBNC接続を強く勧めています。
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入力端子はアンバランス端子、バランス端子、
BNC端子の3種類が使用可能となっています。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC
接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオーディ
オ信号を伝送します。
開発者のHervé Deletraz（エーベ・デレートラ）
氏は、darTZeelプリアンプNHB-18NSとの高
いマッチングにより、NHB-18NS の使用を強く
推薦しています。

Specifications of NHB-458

XLR

NHB-458 は革新的なデザインのオーディオ回路を搭載しており、ステレオパワーアンプ NHB-108 model one の高い正確性を誇る上品な音質と、プリメインアンプ CTH-8550 の
ハイパワーを備えたモデルになっております。NHB-458 の最新オーディオ回路はNHB-108 model oneと同じフィロソフィーを元に設計された、トータル回路でのネガティブ・フィー
ドバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。基本的にオーディオの音声回路にはスイッチや接点がありません。オーディオの音声回路のシグナルパス上には基本的に
スイッチやリレー等の接点が無く、入力段や出力段等 ネガティブフィードバックをかけていない回路設計になっています。( ※XLR 入力回路には音質を考慮した不活性ガス入り
密閉型リレーを使用 ）

オーディオ信号が入力から出力に行く間にNHB-108 model one は 6 つのトランジスターを通って増幅していましたが、さらなる簡略化を実現し、NHB458 では 3 つのトランジスターのみ
を使用して増幅しています。NHB-108 model oneの回路を更にシンプルな構造にする事は不可能だと思っていましたが、9年の開発とリサーチ期間が不可能を可能にしました。
このNHB-458に搭載されたハイクオリティの新回路はNHB-108 model oneを越えるスピーディな 再生を実現し、透明感、ダイナミクス、低歪率、等をより高い次元へと引き上げました。
「SCNP darTZeel network」回路を通してのネガティブフィードバックは、出力段のDCドリフトを最小限に抑えることができる先進的な回路です。
XLRバランス入力はアクティブバランス形式を採用しています。アクティブバランス形式の採用により、よりよい周波数特性と音の純度が得られました。
パワートランスを2kVAの大型トロイダルトランス（4kVA）1基を搭載して安定した電源を確保。ダイナミックなパワーを保持します。
蛍光ディスプレーとモニター回路用予備パワーは、専用の小型トランスから電源供給されます。小型トランスはメインのオーディオ用パワートランスに影響の無い様に配置され、アナログ回
路とデジタル回路間の電磁波が発生しません。
darTZeel の新設計の保護回路ですが、今までのアンプに採用していた保護回路より優れた設計になっており、音質を劣化せずアンプ保護に大きく貢献する設計です。

オーディオ回路の大きな変更点

darTZeel の先進的モニター回路

最新の保護回路

NHB-458のシャーシ設計
NHB-458モノブロックパワーアンプは最高のパフォーマンスを発揮する為、パーツ1つ1つに至るまで厳選されており、シャーシを組み立てる際に使用するネジは極端に少なく、アルミニウムとガラスボー
ドの組合せの緻密な設計となっております。　
CNC によって超精密に加工されたアルミニウムシャーシのパーツと電磁波対策を考慮に入れた強化ガラスボードを、卓越した技術者達によって丁寧に組み立てられる事によりシャーシ全体で非常に優
れた振動対策を実現。　
キャビネット自体の共振をほぼゼロにする事で外部の振動によるノイズを完璧にシャットダウンします。

darTZeel のデビュー作品であるステレオパワーアンプ NHB-108 model oneは出力段のシングルプッシュのみの設計でしたが、それでは出力の制限があります。
大電力が発生しても なるべく少ないパラレルプッシュにて出力を引き出すために、darTZdeel は先進的な内部チェック回路を作り、そのチェック回路により電流の大きさに応じてシングル
プッシュから2～ 4つのパラレルプッシュまで使い分けて駆動しています。
このようにソフトウェアで出力段のパワートランジスターの並列駆動をなすべく少ない数で駆動する様にしていますが、大きな信号が入って来た場合はフル並列（4パラレルプッシュ）でスピー
カーに対して十分な電流を供給できるようにしています。

NHB-458の保護回路はソフトウェアーでコントロールされており、何か問題があった場合でもスピーカーのダメージが及ぶ前に保護回路が働くようになっています。　
さらにサーマルブレーカーも完備しており熱による問題をクリアーしています。この最新式の保護回路によってアンプ回路自体に保護回路を組み込んだ事により、
過電流に対して保護回路がリニアに反応し、出力電流ピークの最大許容量を飛躍的に高めました。

SCRと呼ばれる方式により この出力段の 4 個のパワートランジスターは 非常に近くに配置されており、特殊なハイブリット銅による熱結合で効率的な熱管理を行い電流バランスの調整等
を行い、ハイパワー出力時でもにじみのないクリアーな音をスムーズに出すことが出来ます。
ディスプレイパネルに表示される、リアルタイムの RMS 出力消費の表示、リアルタイムの ピーク出力消費の表示、リアルタイムの ピーク温度上昇の表示、リアルタイムの 平均温度上昇
の表示 等、アンプの内部動作をチェックする回路はかつてないほど多岐にわたっており、これらのリアルタイム測定は、出力段においてシングルプッシュから 2～ 4 つのパラレルプッシュ
まで並行して出力するデバイスの数を最小限にする事で、darTZeel の哲学である「シンプル」を実現します。

ディスプレーが取り付けられるアルミ製フロントパネルは、CNCで精密加工され 30mm厚 (NHB108 model oneの倍 )に及ぶ非常に剛性があるパーツになります。　
またシャーシ全体のパーツはフロントパネルと同様に超精密に CNC 加工されたアルミニウムのパーツで組み立てられており、この超精密に加工されたパーツ１つ１つによって組み立てられ
たNHB-458は、あたかも融合したかのようにフィットし優れた剛性を実現し、音質に悪影響を与える外部の振動をほぼ完璧に遮断します。

・

・

・サイドパネルはの強化グラスボードで磁気の影響を受けません。デビュー作品のステレオパワーアンプ NHB-108 
model one から採用していた形式で、グラスボードの採用により金属と電源トランス間等に電流を誘導する固有の
磁気ループが発生しません。　
これにより磁気の内部干渉を減少させ、清んだ透明感ある再生に貢献します。

NHB-458の非常に大きなトランスを支えるアルミ製プラットフォームは、3種類の寸法の伸縮自在の硬質樹脂製サスペンションによって支える構造になっています。
（プラットフォームは輸送時等の移動用にはネジで固定する仕組みになっており、使用時には取り外します。）
3種類の寸法のサスペンションはプラットフォームに搭載されたトランスの中央重心の周りに分布しており、
45～ 65Hzの間の振動と機器自体から発生するハムノイズを吸収する様にチューニングされています。
サスペンション3本のトータルの浮遊量は25キロ以上にも及びますが、このサスペンション形式の実現は
非常に高い精度が求められ、darTZeelにとってこの形式を採用する事は挑戦となりました。

NHB-458の内部設計

・

・
・
・
・

・

NHB-458 Monoblock Power AmplifierNHB-108 Stereo Power Amplifier NHB-18 NS Stereo Pre-Amplifier

NHB-108 model one は数知れない試作を経て、パーツ一つ一つを吟味選別し、オーバー
オール・ネガティブ・フィードバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。
デュアルモノ構成のアンプになり、一番に目を引くのがスモークグラスのトップカ
バー。ガラスは金属とは異なり全く磁気の影響を受けず、ゴムのシールと密着する事
により完璧な無塵状態を保ち、また優れた振動対策となります。
ガラスの採用は金属・電源トランス間に電流を誘導する固有の磁気のループが発生し
ません。これにより磁気の内部干渉を減少し、澄んだ透明感のある再生を実現しまし
た。
シャーシーは 10 ミクロンの精度を誇るスイスCNC製の工作機によって加工されたア
ルミニウムを採用し、内部は４室正確に分離し、総合干渉を遮断する事により音質の
劣化を防ぎます。オーディオ信号は入力から出力へと行く間に、１ペアの最終段のト
ランジスターを含めて６つのトランジスターを通り増幅され、それぞれのチャンネル
は合計 132,000μFの平滑コンデンサーが採用されています。
トランスのブロック両方にスイッチがあり、これによってスピーカーインピーダンス
の切り替えが可能となっています。１Ωや２Ωの低インピーダンスのスピーカーに対
応する Loモードと、４Ω～８Ωのスピーカーに対応するHi モードの選択が可能です。

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、BNC 端子の 3 種類が使用可能となっ
ており、使用する端子によって入力インピーダンスセレクターを切り替えます。
オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。

NHB-108 model one

Specifications of NHB-108 model one 

設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が 16 年にも及ぶ研究の末、完成させたNHB-108 model oneとの出会いは非常にセンセーショ
ナルでした。『両目』とも呼べる2つの大きなLEDランプ。トップカバーのガラス越しに見る事ができる『一切無駄の無い内部構造』。
そして一聴しただけでそれと解る、肌が粟立つ程の『ナチュラルな音楽再生』。  
その運命的な出会いからdarTZeel が日本に上陸するまで、それほど時間はかかるものではありませんでした。   
型式のNHBの由来を聞くと、Never Heard Before（かつて聞いた事がない）の頭文字を取ったものだと言う答え。  
まさにその名の通りパワーアンプNHB-108 model one の再生するそのナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言ったすべ
ての再生が、今まで聴いた事の無く、そして今まで感じた事のない程の大きな感動を与えてくれました。
パワーアンプNHB-108 model one が darZTeel の歴史の第一歩となって、多くの音楽ファン・オーディオファンの心に感動を刻んでいくのです。

NHB-18 NS

Specifications of NHB-18 NS

型式のN S は No Switch（ノー・スイッチ）の略で、darTZeel NHB-18 NS は音質を
最優先する為、オーディオ史上初のシグナルパス上にどんなスイッチも使われてい
ない回路です。
入力切り替えや音量調節の回路も、ポテンショメーター、抵抗、ラダー抵抗、リレー、
VCA 等使用されておりません。したがって、ボリュームの感触・位置等、今までに
無い感覚に出来上がっています。またバッテリー駆動方式により、トランスを使用
しておらず、内部の電磁波を発生させない設計になっています。
それぞれの人力ソース毎に、入力から出力まで、ゲイン 11dB で７個の半導体を使用
した増幅器通るだけ、フォノ EQ アンプ部はゲイン 66dB でありながらわずか６個の
増幅器を通るだけの、完全ディスクリート構成で、すべてのシグナルパスに、OP ア
ンプは使用されていません。 それぞれの入力毎にゲインを持たせ、その出力を切替え、
その後ボリュームを調節する回路構成になっています。
音量調節回路も、アナログ回路でありながら、ポテンショメーターや抵抗の切替式
のボリューム、VCA で無く、ロータリースイッチやリレーなども一切使用しており
ません。 この事により、ロータリースイッチやリレーを使用する場合に比べて、非常
に透明感のある音が得られます。

パワーアンプNHB-108 model oneの誕生から5年年の年月を経て、ベストマッチングであろうプリアンプNHB-18NSが誕生。  
初めてプリアンプNHB-18NSをパワーアンプNHB-108 model oneに接続して聴いた時、その透明感と音楽性には驚く事しか出来ません。
その驚きが感動に、そして喜びに変化する。そんな情緒を与えてくれます。パワーアンプ MHB-108model one を聴いた時に驚愕だったナチュラル
な音楽再生はより完璧に、より絶対的な存在となったのです。プリアンプNHB-18NSは、パワーアンプNHB-108 model oneと同様の原理で、オーバー
オールのネガティブフィードバックを使わない最も基本的な回路を使用。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC 接続は内外部の干渉・損傷がなくオーディオ信号を伝達するもので、darTZeel パワーアンプ
NHB-108 model oneとの接続を可能としています。Never Heard Beforeの名に恥じぬ至高のセパレートアンプの完成となったのです。
音楽を聴く事の喜びや楽しさを、darTZeel のアンプを通して実感する事になるでしょう。

シャーシーは 10ミクロンの精度を誇るスイスCNC 製の工作機によって加工されたアルミニウム
を採用。オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、内外部の干渉・損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。BNC 端子が入出力ともにあり、出力からパワーアンプ NHB-108 
model oneと接続し50ΩBNC電流伝送を実現します。　
またBNC入力は将来使用される端子となります。

ステレオパワーアンプ
標準価格：  ￥4,200,000- （税別）

プリアンプ
標準価格：  ￥4,800,000- （税別）

NHB-108 Stereo Power Amplifier NHB-18 NS Stereo Pre-Amplifier

NHB-108 model one は数知れない試作を経て、パーツ一つ一つを吟味選別し、オーバー
オール・ネガティブ・フィードバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。
デュアルモノ構成のアンプになり、一番に目を引くのがスモークグラスのトップカ
バー。ガラスは金属とは異なり全く磁気の影響を受けず、ゴムのシールと密着する事
により完璧な無塵状態を保ち、また優れた振動対策となります。
ガラスの採用は金属・電源トランス間に電流を誘導する固有の磁気のループが発生し
ません。これにより磁気の内部干渉を減少し、澄んだ透明感のある再生を実現しまし
た。
シャーシーは 10 ミクロンの精度を誇るスイスCNC製の工作機によって加工されたア
ルミニウムを採用し、内部は４室正確に分離し、総合干渉を遮断する事により音質の
劣化を防ぎます。オーディオ信号は入力から出力へと行く間に、１ペアの最終段のト
ランジスターを含めて６つのトランジスターを通り増幅され、それぞれのチャンネル
は合計 132,000μFの平滑コンデンサーが採用されています。
トランスのブロック両方にスイッチがあり、これによってスピーカーインピーダンス
の切り替えが可能となっています。１Ωや２Ωの低インピーダンスのスピーカーに対
応する Loモードと、４Ω～８Ωのスピーカーに対応するHi モードの選択が可能です。

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、BNC 端子の 3 種類が使用可能となっ
ており、使用する端子によって入力インピーダンスセレクターを切り替えます。
オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。

NHB-108 model one

Specifications of NHB-108 model one 

設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が 16 年にも及ぶ研究の末、完成させたNHB-108 model oneとの出会いは非常にセンセーショ
ナルでした。『両目』とも呼べる2つの大きなLEDランプ。トップカバーのガラス越しに見る事ができる『一切無駄の無い内部構造』。
そして一聴しただけでそれと解る、肌が粟立つ程の『ナチュラルな音楽再生』。  
その運命的な出会いからdarTZeel が日本に上陸するまで、それほど時間はかかるものではありませんでした。   
型式のNHBの由来を聞くと、Never Heard Before（かつて聞いた事がない）の頭文字を取ったものだと言う答え。  
まさにその名の通りパワーアンプNHB-108 model one の再生するそのナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言ったすべ
ての再生が、今まで聴いた事の無く、そして今まで感じた事のない程の大きな感動を与えてくれました。
パワーアンプNHB-108 model one が darZTeel の歴史の第一歩となって、多くの音楽ファン・オーディオファンの心に感動を刻んでいくのです。

NHB-18 NS

Specifications of NHB-18 NS

型式のN S は No Switch（ノー・スイッチ）の略で、darTZeel NHB-18 NS は音質を
最優先する為、オーディオ史上初のシグナルパス上にどんなスイッチも使われてい
ない回路です。
入力切り替えや音量調節の回路も、ポテンショメーター、抵抗、ラダー抵抗、リレー、
VCA 等使用されておりません。したがって、ボリュームの感触・位置等、今までに
無い感覚に出来上がっています。またバッテリー駆動方式により、トランスを使用
しておらず、内部の電磁波を発生させない設計になっています。
それぞれの人力ソース毎に、入力から出力まで、ゲイン 11dB で７個の半導体を使用
した増幅器通るだけ、フォノ EQ アンプ部はゲイン 66dB でありながらわずか６個の
増幅器を通るだけの、完全ディスクリート構成で、すべてのシグナルパスに、OP ア
ンプは使用されていません。 それぞれの入力毎にゲインを持たせ、その出力を切替え、
その後ボリュームを調節する回路構成になっています。
音量調節回路も、アナログ回路でありながら、ポテンショメーターや抵抗の切替式
のボリューム、VCA で無く、ロータリースイッチやリレーなども一切使用しており
ません。 この事により、ロータリースイッチやリレーを使用する場合に比べて、非常
に透明感のある音が得られます。

パワーアンプNHB-108 model oneの誕生から5年年の年月を経て、ベストマッチングであろうプリアンプNHB-18NSが誕生。  
初めてプリアンプNHB-18NSをパワーアンプNHB-108 model oneに接続して聴いた時、その透明感と音楽性には驚く事しか出来ません。
その驚きが感動に、そして喜びに変化する。そんな情緒を与えてくれます。パワーアンプ MHB-108model one を聴いた時に驚愕だったナチュラル
な音楽再生はより完璧に、より絶対的な存在となったのです。プリアンプNHB-18NSは、パワーアンプNHB-108 model oneと同様の原理で、オーバー
オールのネガティブフィードバックを使わない最も基本的な回路を使用。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC 接続は内外部の干渉・損傷がなくオーディオ信号を伝達するもので、darTZeel パワーアンプ
NHB-108 model oneとの接続を可能としています。Never Heard Beforeの名に恥じぬ至高のセパレートアンプの完成となったのです。
音楽を聴く事の喜びや楽しさを、darTZeel のアンプを通して実感する事になるでしょう。

シャーシーは 10ミクロンの精度を誇るスイスCNC 製の工作機によって加工されたアルミニウム
を採用。オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、内外部の干渉・損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。BNC 端子が入出力ともにあり、出力からパワーアンプ NHB-108 
model oneと接続し50ΩBNC電流伝送を実現します。　
またBNC入力は将来使用される端子となります。

ステレオパワーアンプ
標準価格：  ￥4,200,000- （税別）

プリアンプ
標準価格：  ￥4,800,000- （税別）



Never Heard Before
Close To Heaven

CTH-8550 Integrated Amplifier

プリメインアンプ CTH-8550 はパワーアンプ NHB-108 model one・プリアンプ NHB-18 NS と同じ原理で、オーバーオールのフィードバックなしの回路
を使用しています。  NHB シリーズの最大の魅力である「超忠実な音の再生」は、CTH-8550 にも受け継がれており、世界最高峰の Swiss made・
インテグレーテッドアンプの地位を確立します。製品名の CTH-8550 の「C T H」由来は、Close to Heaven（天国に近づく、の意味）の略。その
最高峰インテグレーテッドアンプが再生する音楽は、生きた響きを帯び、その非常に生 し々い響きは比類無き滑らかさを再現。音場も誇張しすぎる事なく、
ナチュラルに再生します。まさに、天にも昇る幸福感を感じるのです。CTH-8550 によって再現される音楽は、長く聴けば聴く程心の中に染み入り心の
奥底にある感受性に訴えかける。Close to Heaven の名前を、誇りを持って付けた darTZeel の Herve Deletraz・Serge Roch 両氏の想いを、
CTH-8550は伝えていくのです。

増幅回路は可能な限りシンプルにしましたが、出力段をパラレルにする事によりどんなスピーカーと組み合
わせても問題なくドライブ出来るようになっています。　
アナログ回路の安定化電源はすべてアナログ回路の近くに配置しており、これによりリップルを低減し、イ
ンピーダンスも低く抑える為、非常にローノイズな電源として音質に貢献します。
またオーディオアンプでは世界初である、アナログ回路の出力はデジタル回路の手法で DC ドリフト補正回
路が組まれています。OP アンプを使用せずとも直流が出力に出ないようになっており、音質劣化をせずシ
ステムに優しいアンプに仕上げています。

ブラックカラー

\ -
-

Specifications of CTH-8550

入力はRCA・XLR・BNCから選択できます。
BNC50Ω電流伝送は Playback Designs SACDプレーヤー MPS-5 等に接続可能。工場出荷時にユーザー名登
録して出荷します。オーダー時にアルファベット 19 文字以内でお名前をお知らせ下さい。また MM・MC
のフォノ機能は、オプション（追加）で装備可能。

CTH-8550
プリメインアンプ

標準価格：  ￥3,500,000- （税別）

50ΩBNC電流伝送
darTZeel のアンプに標準装備されている ５０ΩBNC 接続により、RCAアンバランス・XLR バランス接続に比べ飛躍的な音質の向上を実現しています。通常はオーディオ信号を電圧ベースで伝送する所を電流ベース
で行う為、外部の干渉・内部の損傷が無くオーディオ信号を伝送する事が可能となりました。 設計者の Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏は、BNC 接続においてどれだけ長尺ケーブルを使用しても音質の劣化
は皆無だと主張しBNC接続を強く勧めています。
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入力端子はアンバランス端子、バランス端子、
BNC端子の3種類が使用可能となっています。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC
接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオーディ
オ信号を伝送します。
開発者のHervé Deletraz（エーベ・デレートラ）
氏は、darTZeelプリアンプNHB-18NSとの高
いマッチングにより、NHB-18NS の使用を強く
推薦しています。

Specifications of NHB-458

XLR

NHB-458 は革新的なデザインのオーディオ回路を搭載しており、ステレオパワーアンプ NHB-108 model one の高い正確性を誇る上品な音質と、プリメインアンプ CTH-8550 の
ハイパワーを備えたモデルになっております。NHB-458 の最新オーディオ回路はNHB-108 model oneと同じフィロソフィーを元に設計された、トータル回路でのネガティブ・フィー
ドバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。基本的にオーディオの音声回路にはスイッチや接点がありません。オーディオの音声回路のシグナルパス上には基本的に
スイッチやリレー等の接点が無く、入力段や出力段等 ネガティブフィードバックをかけていない回路設計になっています。( ※XLR 入力回路には音質を考慮した不活性ガス入り
密閉型リレーを使用 ）

オーディオ信号が入力から出力に行く間にNHB-108 model one は 6 つのトランジスターを通って増幅していましたが、さらなる簡略化を実現し、NHB458 では 3 つのトランジスターのみ
を使用して増幅しています。NHB-108 model oneの回路を更にシンプルな構造にする事は不可能だと思っていましたが、9年の開発とリサーチ期間が不可能を可能にしました。
このNHB-458に搭載されたハイクオリティの新回路はNHB-108 model oneを越えるスピーディな 再生を実現し、透明感、ダイナミクス、低歪率、等をより高い次元へと引き上げました。
「SCNP darTZeel network」回路を通してのネガティブフィードバックは、出力段のDCドリフトを最小限に抑えることができる先進的な回路です。
XLRバランス入力はアクティブバランス形式を採用しています。アクティブバランス形式の採用により、よりよい周波数特性と音の純度が得られました。
パワートランスを2kVAの大型トロイダルトランス（4kVA）1基を搭載して安定した電源を確保。ダイナミックなパワーを保持します。
蛍光ディスプレーとモニター回路用予備パワーは、専用の小型トランスから電源供給されます。小型トランスはメインのオーディオ用パワートランスに影響の無い様に配置され、アナログ回
路とデジタル回路間の電磁波が発生しません。
darTZeel の新設計の保護回路ですが、今までのアンプに採用していた保護回路より優れた設計になっており、音質を劣化せずアンプ保護に大きく貢献する設計です。

オーディオ回路の大きな変更点

darTZeel の先進的モニター回路

最新の保護回路

NHB-458のシャーシ設計
NHB-458モノブロックパワーアンプは最高のパフォーマンスを発揮する為、パーツ1つ1つに至るまで厳選されており、シャーシを組み立てる際に使用するネジは極端に少なく、アルミニウムとガラスボー
ドの組合せの緻密な設計となっております。　
CNC によって超精密に加工されたアルミニウムシャーシのパーツと電磁波対策を考慮に入れた強化ガラスボードを、卓越した技術者達によって丁寧に組み立てられる事によりシャーシ全体で非常に優
れた振動対策を実現。　
キャビネット自体の共振をほぼゼロにする事で外部の振動によるノイズを完璧にシャットダウンします。

darTZeel のデビュー作品であるステレオパワーアンプ NHB-108 model oneは出力段のシングルプッシュのみの設計でしたが、それでは出力の制限があります。
大電力が発生しても なるべく少ないパラレルプッシュにて出力を引き出すために、darTZdeel は先進的な内部チェック回路を作り、そのチェック回路により電流の大きさに応じてシングル
プッシュから2～ 4つのパラレルプッシュまで使い分けて駆動しています。
このようにソフトウェアで出力段のパワートランジスターの並列駆動をなすべく少ない数で駆動する様にしていますが、大きな信号が入って来た場合はフル並列（4パラレルプッシュ）でスピー
カーに対して十分な電流を供給できるようにしています。

NHB-458の保護回路はソフトウェアーでコントロールされており、何か問題があった場合でもスピーカーのダメージが及ぶ前に保護回路が働くようになっています。　
さらにサーマルブレーカーも完備しており熱による問題をクリアーしています。この最新式の保護回路によってアンプ回路自体に保護回路を組み込んだ事により、
過電流に対して保護回路がリニアに反応し、出力電流ピークの最大許容量を飛躍的に高めました。

SCRと呼ばれる方式により この出力段の 4 個のパワートランジスターは 非常に近くに配置されており、特殊なハイブリット銅による熱結合で効率的な熱管理を行い電流バランスの調整等
を行い、ハイパワー出力時でもにじみのないクリアーな音をスムーズに出すことが出来ます。
ディスプレイパネルに表示される、リアルタイムの RMS 出力消費の表示、リアルタイムの ピーク出力消費の表示、リアルタイムの ピーク温度上昇の表示、リアルタイムの 平均温度上昇
の表示 等、アンプの内部動作をチェックする回路はかつてないほど多岐にわたっており、これらのリアルタイム測定は、出力段においてシングルプッシュから 2～ 4 つのパラレルプッシュ
まで並行して出力するデバイスの数を最小限にする事で、darTZeel の哲学である「シンプル」を実現します。

ディスプレーが取り付けられるアルミ製フロントパネルは、CNCで精密加工され 30mm厚 (NHB108 model oneの倍 )に及ぶ非常に剛性があるパーツになります。　
またシャーシ全体のパーツはフロントパネルと同様に超精密に CNC 加工されたアルミニウムのパーツで組み立てられており、この超精密に加工されたパーツ１つ１つによって組み立てられ
たNHB-458は、あたかも融合したかのようにフィットし優れた剛性を実現し、音質に悪影響を与える外部の振動をほぼ完璧に遮断します。

・

・

・サイドパネルはの強化グラスボードで磁気の影響を受けません。デビュー作品のステレオパワーアンプ NHB-108 
model one から採用していた形式で、グラスボードの採用により金属と電源トランス間等に電流を誘導する固有の
磁気ループが発生しません。　
これにより磁気の内部干渉を減少させ、清んだ透明感ある再生に貢献します。

NHB-458の非常に大きなトランスを支えるアルミ製プラットフォームは、3種類の寸法の伸縮自在の硬質樹脂製サスペンションによって支える構造になっています。
（プラットフォームは輸送時等の移動用にはネジで固定する仕組みになっており、使用時には取り外します。）
3種類の寸法のサスペンションはプラットフォームに搭載されたトランスの中央重心の周りに分布しており、
45～ 65Hzの間の振動と機器自体から発生するハムノイズを吸収する様にチューニングされています。
サスペンション3本のトータルの浮遊量は25キロ以上にも及びますが、このサスペンション形式の実現は
非常に高い精度が求められ、darTZeelにとってこの形式を採用する事は挑戦となりました。

NHB-458の内部設計

・

・
・
・
・

・

NHB-458 Monoblock Power AmplifierNHB-108 Stereo Power Amplifier NHB-18 NS Stereo Pre-Amplifier

NHB-108 model one は数知れない試作を経て、パーツ一つ一つを吟味選別し、オーバー
オール・ネガティブ・フィードバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。
デュアルモノ構成のアンプになり、一番に目を引くのがスモークグラスのトップカ
バー。ガラスは金属とは異なり全く磁気の影響を受けず、ゴムのシールと密着する事
により完璧な無塵状態を保ち、また優れた振動対策となります。
ガラスの採用は金属・電源トランス間に電流を誘導する固有の磁気のループが発生し
ません。これにより磁気の内部干渉を減少し、澄んだ透明感のある再生を実現しまし
た。
シャーシーは 10 ミクロンの精度を誇るスイスCNC製の工作機によって加工されたア
ルミニウムを採用し、内部は４室正確に分離し、総合干渉を遮断する事により音質の
劣化を防ぎます。オーディオ信号は入力から出力へと行く間に、１ペアの最終段のト
ランジスターを含めて６つのトランジスターを通り増幅され、それぞれのチャンネル
は合計 132,000μFの平滑コンデンサーが採用されています。
トランスのブロック両方にスイッチがあり、これによってスピーカーインピーダンス
の切り替えが可能となっています。１Ωや２Ωの低インピーダンスのスピーカーに対
応する Loモードと、４Ω～８Ωのスピーカーに対応するHi モードの選択が可能です。

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、BNC 端子の 3 種類が使用可能となっ
ており、使用する端子によって入力インピーダンスセレクターを切り替えます。
オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。

NHB-108 model one

Specifications of NHB-108 model one 

設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が 16 年にも及ぶ研究の末、完成させたNHB-108 model oneとの出会いは非常にセンセーショ
ナルでした。『両目』とも呼べる2つの大きなLEDランプ。トップカバーのガラス越しに見る事ができる『一切無駄の無い内部構造』。
そして一聴しただけでそれと解る、肌が粟立つ程の『ナチュラルな音楽再生』。  
その運命的な出会いからdarTZeel が日本に上陸するまで、それほど時間はかかるものではありませんでした。   
型式のNHBの由来を聞くと、Never Heard Before（かつて聞いた事がない）の頭文字を取ったものだと言う答え。  
まさにその名の通りパワーアンプNHB-108 model one の再生するそのナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言ったすべ
ての再生が、今まで聴いた事の無く、そして今まで感じた事のない程の大きな感動を与えてくれました。
パワーアンプNHB-108 model one が darZTeel の歴史の第一歩となって、多くの音楽ファン・オーディオファンの心に感動を刻んでいくのです。

NHB-18 NS

Specifications of NHB-18 NS

型式のN S は No Switch（ノー・スイッチ）の略で、darTZeel NHB-18 NS は音質を
最優先する為、オーディオ史上初のシグナルパス上にどんなスイッチも使われてい
ない回路です。
入力切り替えや音量調節の回路も、ポテンショメーター、抵抗、ラダー抵抗、リレー、
VCA 等使用されておりません。したがって、ボリュームの感触・位置等、今までに
無い感覚に出来上がっています。またバッテリー駆動方式により、トランスを使用
しておらず、内部の電磁波を発生させない設計になっています。
それぞれの人力ソース毎に、入力から出力まで、ゲイン 11dB で７個の半導体を使用
した増幅器通るだけ、フォノ EQ アンプ部はゲイン 66dB でありながらわずか６個の
増幅器を通るだけの、完全ディスクリート構成で、すべてのシグナルパスに、OP ア
ンプは使用されていません。 それぞれの入力毎にゲインを持たせ、その出力を切替え、
その後ボリュームを調節する回路構成になっています。
音量調節回路も、アナログ回路でありながら、ポテンショメーターや抵抗の切替式
のボリューム、VCA で無く、ロータリースイッチやリレーなども一切使用しており
ません。 この事により、ロータリースイッチやリレーを使用する場合に比べて、非常
に透明感のある音が得られます。

パワーアンプNHB-108 model oneの誕生から5年年の年月を経て、ベストマッチングであろうプリアンプNHB-18NSが誕生。  
初めてプリアンプNHB-18NSをパワーアンプNHB-108 model oneに接続して聴いた時、その透明感と音楽性には驚く事しか出来ません。
その驚きが感動に、そして喜びに変化する。そんな情緒を与えてくれます。パワーアンプ MHB-108model one を聴いた時に驚愕だったナチュラル
な音楽再生はより完璧に、より絶対的な存在となったのです。プリアンプNHB-18NSは、パワーアンプNHB-108 model oneと同様の原理で、オーバー
オールのネガティブフィードバックを使わない最も基本的な回路を使用。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC 接続は内外部の干渉・損傷がなくオーディオ信号を伝達するもので、darTZeel パワーアンプ
NHB-108 model oneとの接続を可能としています。Never Heard Beforeの名に恥じぬ至高のセパレートアンプの完成となったのです。
音楽を聴く事の喜びや楽しさを、darTZeel のアンプを通して実感する事になるでしょう。

シャーシーは 10ミクロンの精度を誇るスイスCNC 製の工作機によって加工されたアルミニウム
を採用。オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、内外部の干渉・損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。BNC 端子が入出力ともにあり、出力からパワーアンプ NHB-108 
model oneと接続し50ΩBNC電流伝送を実現します。　
またBNC入力は将来使用される端子となります。

ステレオパワーアンプ
標準価格：  ￥4,200,000- （税別）

プリアンプ
標準価格：  ￥4,800,000- （税別）

NHB-108 Stereo Power Amplifier NHB-18 NS Stereo Pre-Amplifier

NHB-108 model one は数知れない試作を経て、パーツ一つ一つを吟味選別し、オーバー
オール・ネガティブ・フィードバックを使わない最も基本的な回路を選択しています。
デュアルモノ構成のアンプになり、一番に目を引くのがスモークグラスのトップカ
バー。ガラスは金属とは異なり全く磁気の影響を受けず、ゴムのシールと密着する事
により完璧な無塵状態を保ち、また優れた振動対策となります。
ガラスの採用は金属・電源トランス間に電流を誘導する固有の磁気のループが発生し
ません。これにより磁気の内部干渉を減少し、澄んだ透明感のある再生を実現しまし
た。
シャーシーは 10 ミクロンの精度を誇るスイスCNC製の工作機によって加工されたア
ルミニウムを採用し、内部は４室正確に分離し、総合干渉を遮断する事により音質の
劣化を防ぎます。オーディオ信号は入力から出力へと行く間に、１ペアの最終段のト
ランジスターを含めて６つのトランジスターを通り増幅され、それぞれのチャンネル
は合計 132,000μFの平滑コンデンサーが採用されています。
トランスのブロック両方にスイッチがあり、これによってスピーカーインピーダンス
の切り替えが可能となっています。１Ωや２Ωの低インピーダンスのスピーカーに対
応する Loモードと、４Ω～８Ωのスピーカーに対応するHi モードの選択が可能です。

入力端子はアンバランス端子、バランス端子、BNC 端子の 3 種類が使用可能となっ
ており、使用する端子によって入力インピーダンスセレクターを切り替えます。
オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、外部の干渉、内部の損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。

NHB-108 model one

Specifications of NHB-108 model one 

設計者Hervé Deletraz（エーベ・デレートラ）氏が 16 年にも及ぶ研究の末、完成させたNHB-108 model oneとの出会いは非常にセンセーショ
ナルでした。『両目』とも呼べる2つの大きなLEDランプ。トップカバーのガラス越しに見る事ができる『一切無駄の無い内部構造』。
そして一聴しただけでそれと解る、肌が粟立つ程の『ナチュラルな音楽再生』。  
その運命的な出会いからdarTZeel が日本に上陸するまで、それほど時間はかかるものではありませんでした。   
型式のNHBの由来を聞くと、Never Heard Before（かつて聞いた事がない）の頭文字を取ったものだと言う答え。  
まさにその名の通りパワーアンプNHB-108 model one の再生するそのナチュラルな響き、感情豊かな音楽表現、音場の空気感、等と言ったすべ
ての再生が、今まで聴いた事の無く、そして今まで感じた事のない程の大きな感動を与えてくれました。
パワーアンプNHB-108 model one が darZTeel の歴史の第一歩となって、多くの音楽ファン・オーディオファンの心に感動を刻んでいくのです。

NHB-18 NS

Specifications of NHB-18 NS

型式のN S は No Switch（ノー・スイッチ）の略で、darTZeel NHB-18 NS は音質を
最優先する為、オーディオ史上初のシグナルパス上にどんなスイッチも使われてい
ない回路です。
入力切り替えや音量調節の回路も、ポテンショメーター、抵抗、ラダー抵抗、リレー、
VCA 等使用されておりません。したがって、ボリュームの感触・位置等、今までに
無い感覚に出来上がっています。またバッテリー駆動方式により、トランスを使用
しておらず、内部の電磁波を発生させない設計になっています。
それぞれの人力ソース毎に、入力から出力まで、ゲイン 11dB で７個の半導体を使用
した増幅器通るだけ、フォノ EQ アンプ部はゲイン 66dB でありながらわずか６個の
増幅器を通るだけの、完全ディスクリート構成で、すべてのシグナルパスに、OP ア
ンプは使用されていません。 それぞれの入力毎にゲインを持たせ、その出力を切替え、
その後ボリュームを調節する回路構成になっています。
音量調節回路も、アナログ回路でありながら、ポテンショメーターや抵抗の切替式
のボリューム、VCA で無く、ロータリースイッチやリレーなども一切使用しており
ません。 この事により、ロータリースイッチやリレーを使用する場合に比べて、非常
に透明感のある音が得られます。

パワーアンプNHB-108 model oneの誕生から5年年の年月を経て、ベストマッチングであろうプリアンプNHB-18NSが誕生。  
初めてプリアンプNHB-18NSをパワーアンプNHB-108 model oneに接続して聴いた時、その透明感と音楽性には驚く事しか出来ません。
その驚きが感動に、そして喜びに変化する。そんな情緒を与えてくれます。パワーアンプ MHB-108model one を聴いた時に驚愕だったナチュラル
な音楽再生はより完璧に、より絶対的な存在となったのです。プリアンプNHB-18NSは、パワーアンプNHB-108 model oneと同様の原理で、オーバー
オールのネガティブフィードバックを使わない最も基本的な回路を使用。
オーディオ信号を電流ベースで行う 50ΩBNC 接続は内外部の干渉・損傷がなくオーディオ信号を伝達するもので、darTZeel パワーアンプ
NHB-108 model oneとの接続を可能としています。Never Heard Beforeの名に恥じぬ至高のセパレートアンプの完成となったのです。
音楽を聴く事の喜びや楽しさを、darTZeel のアンプを通して実感する事になるでしょう。

シャーシーは 10ミクロンの精度を誇るスイスCNC 製の工作機によって加工されたアルミニウム
を採用。オーディオ信号を電流ベースで行う50ΩBNC接続は、内外部の干渉・損傷なくオー
ディオ信号を伝送します。BNC 端子が入出力ともにあり、出力からパワーアンプ NHB-108 
model oneと接続し50ΩBNC電流伝送を実現します。　
またBNC入力は将来使用される端子となります。

ステレオパワーアンプ
標準価格：  ￥4,200,000- （税別）

プリアンプ
標準価格：  ￥4,800,000- （税別）


