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オーディオケーブルは一般的に太い導体を使用すると、伝送ロスを抑え音質面
で有利だと誤解されてきました。実際には複合的な要因によって、太い導体そ
のものが信号のロスを引き起こし、実際に再生される情報を減衰させてしまう
事もあるのです。太さが大切なのではありません。全ての周波数への影響を考
慮した素材の選択と、信号波形を変化させない総合的なデザインが求められま
す。Wireworldではストランド・グループの数にこそ差はありますが、構造は
可能な限り共通とし、素材による差がケーブルの大きな違いとなっています。
その素材も各価格帯における最高品質のものを使用しているのは言うまでもあ
りません。

Materials & Grade

信号がケーブル内をどのように移動
しているかについての誤解がケーブ
ルデザインの進化を妨げてきました。
DNA Helix Design が完成させる電磁
フィールドを守るために開発され、
信号伝送の要となっているのが
Composilex 複合絶縁体です。１と２
ではテフロンを含んだ独自の低ロス
絶縁複合素材でしたが、第 3 世代
Composilex3 ではテフロンより静か
で、ポリエチレンやポリプロピレン
などの低損失断熱材よりもアドバンテージが高い、独自の複合絶縁素材を新た
に開発。摩擦電気ノイズを最小化し、空間表現、鮮やかさ、ダイナミック・コ
ントラストなどが、大きく改善されました。

Silver Starlight 7 
DNA Helix (5ストランド)

Silver Starlight 8
DNA Helix (12ストランド)

ケーブルにおいて、過去2度革新的なデザインが生まれました。それは1880年の同
軸デザインと1892年に開発されたツイストペア・デザインです。これらは画期的な
手法としてそれぞれ特許を取得しています。しかし、その後100年以上の間、本当の
意味でイノベーティブなケーブルデザインが生まれる事はありませんでした。それ
は「信号が通る正しい経路」と「ケーブルが捻れる事で起るマイナス要素」の２つ
を正しく理解せずにケーブルデザインを行ってきた事による結果です。Wireworld
はポリグラフス・テストによって、信号が通るマグネティック・フィールドの存在と、
曲がる事で発生する電磁的な悪影響を発見しました。この２つの要素を満たすた
めに発明されたのが、特許を取得したDNA Helix Designです。

一般的に信号エネルギーはコンダクター（ケーブル内の導体部分）の内部のみを
電子流として移動していると思われていますが、実際には多くが電磁エネルギー
としてコンダクター周辺に起こるエレクトロ・マグネティック・フィールド（電磁場）も
移動しています。たとえば一般的な4 組構造のケーブルの場合、電磁エネルギー
は４経路しか確保できません。しかし、DNA Helix Designはストランド(撚紐)・グル
ープ構造とすることで、大幅に導体本数を増やし、多くの電磁的フィールドを確保。
信号をより確実に伝送します。

また、ケーブルが曲がるとき、過電流抵抗と呼ばれる現象が生じます。これはケー
ブルの捻れ具合によって増大し、結果としてマグネティック・フィールドまでねじ曲
げ、音楽の細部を覆い隠します。DNA Helixは完璧なパラレル(平行)構造となって
おり、過電流抵抗を抑えるために、最も直接的な信号経路を提供します。ケーブル
を曲げた際もフラット構造が保たれるだけでなく、螺旋状に配置された導体が均
一の長さを保ちながら捻れるため、内部の間隔を均一に保ちます。この事はマグ
ネティック・フィールドに悪影響を与えない事を意味しています。

そして、今回シリーズ8で採用されたDNA Helix Designでは、
内部を構成するストランド構造にも大きくメスを入れました。
シリーズ7に比べ、ストランド・グループの数を大幅に増加さ
せたのです。ストランド数が増える事によって、信号が通るマ
グネティック・フィールドを広げ、より確実に信号を伝送。サウ
ンドステージやセパレーション、ダイナミックな表現を獲得
しながら、音の純度とフォーカス・イメージを劇的に改善し
ました。またUSBケーブルではこのDNA Helix Designをフラ
ット構造用に最適化したUni Path Designを新たに開発。シリ
ーズ7に比べ大幅な音質改善効果を実現しています。
  
信号がエレクトロ・マグネティック・フィールドも通じて移動
している事実と、ケーブルが曲がる事で発生する電磁的悪
影響の低減という、似て非なる二つの要素に対するWirewo
rldの完璧なまでの回答がDNA Helix Designなのです。

つまり、一般的なケーブルメーカーは、過去の自社製品であったり、他社のライバル製品であったり、自分が理想と考える脳内のサウンドと
比較して、ケーブルのテストを行います。しかしWireworldは違います。ケーブル・ポリグラフス・テストによって、ケーブルレスという理想的な
サウンドと、ケーブルを用いた状態とを聴き比べる事で、明確な目標に向かって製品開発が行えます。このテストによってDNA Helixといった
特許技術はもちろん、シリーズ8のためのComposilex3といった新技術も生まれました。Wireworldが発表してきた技術は、ケーブルを使用
することで起こる全ての損失を抑えるために発明されてきたのです。

2018年末までにインターコネクトとスピーカーケーブルのシリーズ8を登場させたWireworld。ケーブルレスが実現する究極のノン・カラー
レーションにまた一歩近づいたケーブルを体験したユーザー様や販売店様からは、シリーズ8USBケーブルの登場はいつ？LANケーブルは
出ないの？いや、それよりフォノケーブルは？多くの質問をいただきました。

お待たせしました。USB / ETHERNET / DIGITAL / TONEARMケーブルの登場によって、シリーズ8ここに完成です。

■シリーズ8がミュンヘンで開催されたHigh End 2018で発表されてからはや1年半。
発売されたインターコネクト、スピーカーケーブルは、世界中のマーケットで大きな話
題となりました。ここ日本も例外ではありません。発売されたシリーズ8のケーブル群は
様々な雑誌で紹介され、やはりWireworldは別格という事が再認識されました。

Wireworldの躍進は、CESイノベーション賞を受賞したCable Comparator(アメリカ特許
第5,740,255)の発明から始まりました。 
ザルツは、ケーブルの理想はノン・カラーレーション、音楽信号をあるがままに送る事に
あると考えました。その理想を実現するために開発されたのが、Cable Comparatorです。
コンポーネント同士を接続するのがケーブルですが、理想はコンポーネント同士を直接
接続する事に違いありません。一般的には不可能な事ですが、このCable Comparator
はWireworldの為に開発された、特殊なコンポーネントをケーブルレスでダイレクトに
接続することを可能とした画期的な機械なのです。WireworldはこのCable Comparator
を用いたテストをケーブル・ポリグラフス(Cable Polygraphs)テストと名付けました。

New 8 SERIES

■1992 年設立の Wireworld(ワイヤーワールド)は、オーナーであり設計者でもあ
るDavid Salz（デヴィッド・ザルツ）を中心に革新的な技術を数多く開発してきまし
た。完全対称バランスペア構造を採用したSymmetriconやケーブル全体を三次元
的に捉え平行配列構造を可能とした DNA Helix Design。摩擦電気ノイズを極限
まで抑える絶縁体 Composilexなど、開発されてきた技術はオーディオケーブルの
新基準を打ち立てる素晴らしいものばかりです。 
様々なケーブルメーカーがしのぎを削る中、Wireworldは「 More  Dynamics,  More 
Expressive」 という心に訴える表現が可能なケーブル作りを目標としてきました。
これは「音色を作る」かのような誤解を与えそうですがそうではありません。「機器
の能力を最大限引き出す事に徹する」それこそが心に訴える表現を獲得できる唯
一の方法であり、結果として Wireworld のケーブルは伝送損失の無い究極のノン・
カラーレーションを実現しているのです。
 
ザルツの飽くなき追求心は次々に新しいデザインのケーブルを生み出し、世界中
のオーディオファイルから高い評価を得ています。これからもケーブルブランド界
の雄、Wireworld 社の動向から目が離せません。 
 

What’s Wireworld?

Cable Comparator
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Cable Comparator
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USB2.0　TypeA 端子

　　　　TypeB 端子

USB3.0　TypeA 端子

　　　　TypeB 端子

USB3.1　TypeC 端子

　　　　TypeC 端子

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.6m 　　C3CC/0.6m 　　¥10,000  　4571408326352
1.0m 　　C3CC/1.0m 　　¥10,500 　4571408326369

・構造：Uni Path ‒ 90 Ohms
・導体：Oxygen Free Copper 28AWG × 12本

・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.6m 　　C3AB/0.6m 　　  ¥7,500  　4571408326291
1.0m 　　C3AB/1.0m 　　  ¥8,000 　4571408326307
2.0m 　　C3AB/2.0m 　　  ¥9,000 　4571408326314
3.0m 　　C3AB/3.0m 　　¥10,000 　4571408326321

・構造：Uni Path ‒ 90 Ohms
・導体：Oxygen Free Copper 28AWG × 9本

・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.6m 　　C2AB/0.6m 　　  ¥6,000  　4571408326178
1.0m 　　C2AB/1.0m 　　  ¥6,500 　4571408326185
2.0m 　　C2AB/2.0m 　　  ¥7,500 　4571408326192
3.0m 　　C2AB/3.0m 　　  ¥8,500 　4571408326208

・構造：Uni Path ‒ 90 Ohms
・導体：Oxygen Free Copper 28AWG × 3本

・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

Chroma 8のUSB3.1規格
Type C to Type Cケーブルです。

Chroma 8のUSB3.0規格
Type A to Type Bケーブルです。

USBケーブルで変わるのか？そう思っていたけれど、WireworldのUSBケーブル
はなんだか良さそうだ。そう思った直感はアタリです。確かな理論に裏付けされ
たUni PathとComposilex3というキーテクノロジーを採用したChroma(クロー
マ)をお試し下さい。きっとWireworldのファンになっていただけるはずです。

2.0 / 3.0：Type A to Type B
3.1：Type C to Type CChroma 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.6m 　　U3AB/0.6m 　　¥14,000  　4571408326253
1.0m 　　U3AB/1.0m 　　¥15,000 　4571408326260
2.0m 　　U3AB/2.0m 　　¥17,000 　4571408326277
3.0m 　　U3AB/3.0m 　　¥19,000 　4571408326284

・構造：Uni Path ‒ 90 Ohms
・導体：Silver-Plated OFC 28AWG × 9本

・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.6m 　　U2AB/0.6m 　　  ¥9,500  　4571408326130
1.0m 　　U2AB/1.0m 　　¥10,000 　4571408326147
2.0m 　　U2AB/2.0m 　　¥11,000 　4571408326154
3.0m 　　U2AB/3.0m 　　¥12,000 　4571408326161

・構造：Uni Path ‒ 90 Ohms
・導体：Silver-Plated OFC 28AWG × 3本

・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

Ultraviolet 8のUSB3.0規格
Type A to Type Bケーブルです。

Ultraviolet(ウルトラバイオレット)は非常にお買い得なモデルです。新開発さ
れたUni Path構造はもちろん、Starlight8と完全に同じ構造を踏襲しており、採用
する導線のみが異なります。Wireworldと聞いてイメージする通りの色付けのな
いハイクオリティなサウンドは圧巻です。この価格であればあそこにも、ここにも
使ってみたい。そう思いませんか？

2.0 / 3.0：Type A to Type BUltraviolet 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.6m 　　S3CC/0.6m 　　¥25,000 　4571408326338
1.0m 　　S3CC/1.0m 　　¥28,000 　4571408326345

・構造：Uni Path ‒ 90 Ohms
・導体：Silver-Clad OFC 28AWG × 12本

         ・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.6m 　　S3AB/0.6m 　　¥22,500 　4571408326215
1.0m 　　S3AB/1.0m 　　¥24,000 　4571408326222
2.0m 　　S3AB/2.0m 　　¥27,000 　4571408326239
3.0m 　　S3AB/3.0m 　　¥30,000 　4571408326246

・構造：Uni Path ‒ 90 Ohms
・導体：Silver-Clad OFC 28AWG × 9本

         ・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.6m 　　S2AB/0.6m 　　¥16,500 　4571408326093
1.0m 　　S2AB/1.0m 　　¥18,000 　4571408326109
2.0m 　　S2AB/2.0m 　　¥21,000 　4571408326116
3.0m 　　S2AB/3.0m 　　¥24,000 　4571408326123

・構造：Uni Path ‒ 90 Ohms
・導体：Silver-Clad OFC 28AWG × 3本

         ・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

Starlight 8のUSB3.1規格
Type C to Type Cケーブルです。

Starlight 8のUSB3.0規格
Type A to Type Bケーブルです。

Starlight(スターライト)という名は、Wireworld社のデジタルケーブルの中でも
トップクオリティを約束するモデルのみが名乗ることを許されています。USBケ
ーブルで唯一この名を冠したこのモデルは、最新のComposilex3絶縁体に加
え、シルバークラッド処理を施した高純度OFC導線を採用。圧倒的なパフォーマ
ンスの向上をお約束します。

2.0 / 3.0：Type A to Type B
3.1：Type C to Type CStarlight 8

様々な製品に採用されているUSB3.1規格。MacBookやWindows PCは
もちろん、AndroidスマートフォンのほとんどがUSB3.1規格つまりType C
になってきました。Starlight 8とChroma 8の２種類をご用意しています。

【USB 3.1】
理論上USB2.0規格に対し10倍の速度を誇るUSB3.0規格。Wireworldで
は、Starlight 8 / Ultraviolet 8 / Chroma 8、全てのグレードにUSB3.0ケ
ーブルをご用意しました。

【USB 3.0】

PCオーディオでUSB接続を行う場合に必要とされるケーブルは、パソコン周辺機器と接続するケーブルとは全く異なります。プリンターはPCと信号をやり取りしデータ
補正することで正しく印刷を行います。しかしPCオーディオの場合、DACへの音楽信号は一方通行でデータを後から補正することはできません。この事は損失なくデ
ータ転送を行えるハイグレードなケーブルを使用することで音質を著しく改善できることを意味しています。シリーズ8のUSBケーブル専用に開発されたUni Path構造
は、DNA Helix Designを、使いやすいフラット構造であるUSBケーブル用に最適化した新技術です。シリーズ7に比べより立体的なサウンドを獲得しています。最新の
Composilex 3も同時に手に入れたWireworld自慢のUSBケーブル。2.0 / 3.0 はもちろん、近年対応製品が増えている3.1(Type C)ケーブルもご用意しました。

SERIES 8 USB 3.0 / 3.1 CABLESERIES 8 USB2.0 CABLE



USB2.0　TypeA 端子

　　　　TypeB 端子

USB3.0　TypeA 端子

　　　　TypeB 端子

USB3.1　TypeC 端子

　　　　TypeC 端子

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.6m 　　C3CC/0.6m 　　¥10,000  　4571408326352
1.0m 　　C3CC/1.0m 　　¥10,500 　4571408326369

・構造：Uni Path ‒ 90 Ohms
・導体：Oxygen Free Copper 28AWG × 12本

・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.6m 　　C3AB/0.6m 　　  ¥7,500  　4571408326291
1.0m 　　C3AB/1.0m 　　  ¥8,000 　4571408326307
2.0m 　　C3AB/2.0m 　　  ¥9,000 　4571408326314
3.0m 　　C3AB/3.0m 　　¥10,000 　4571408326321

・構造：Uni Path ‒ 90 Ohms
・導体：Oxygen Free Copper 28AWG × 9本

・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.6m 　　C2AB/0.6m 　　  ¥6,000  　4571408326178
1.0m 　　C2AB/1.0m 　　  ¥6,500 　4571408326185
2.0m 　　C2AB/2.0m 　　  ¥7,500 　4571408326192
3.0m 　　C2AB/3.0m 　　  ¥8,500 　4571408326208

・構造：Uni Path ‒ 90 Ohms
・導体：Oxygen Free Copper 28AWG × 3本

・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

Chroma 8のUSB3.1規格
Type C to Type Cケーブルです。

Chroma 8のUSB3.0規格
Type A to Type Bケーブルです。

USBケーブルで変わるのか？そう思っていたけれど、WireworldのUSBケーブル
はなんだか良さそうだ。そう思った直感はアタリです。確かな理論に裏付けされ
たUni PathとComposilex3というキーテクノロジーを採用したChroma(クロー
マ)をお試し下さい。きっとWireworldのファンになっていただけるはずです。

2.0 / 3.0：Type A to Type B
3.1：Type C to Type CChroma 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.6m 　　U3AB/0.6m 　　¥14,000  　4571408326253
1.0m 　　U3AB/1.0m 　　¥15,000 　4571408326260
2.0m 　　U3AB/2.0m 　　¥17,000 　4571408326277
3.0m 　　U3AB/3.0m 　　¥19,000 　4571408326284

・構造：Uni Path ‒ 90 Ohms
・導体：Silver-Plated OFC 28AWG × 9本

・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.6m 　　U2AB/0.6m 　　  ¥9,500  　4571408326130
1.0m 　　U2AB/1.0m 　　¥10,000 　4571408326147
2.0m 　　U2AB/2.0m 　　¥11,000 　4571408326154
3.0m 　　U2AB/3.0m 　　¥12,000 　4571408326161

・構造：Uni Path ‒ 90 Ohms
・導体：Silver-Plated OFC 28AWG × 3本

・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

Ultraviolet 8のUSB3.0規格
Type A to Type Bケーブルです。

Ultraviolet(ウルトラバイオレット)は非常にお買い得なモデルです。新開発さ
れたUni Path構造はもちろん、Starlight8と完全に同じ構造を踏襲しており、採用
する導線のみが異なります。Wireworldと聞いてイメージする通りの色付けのな
いハイクオリティなサウンドは圧巻です。この価格であればあそこにも、ここにも
使ってみたい。そう思いませんか？

2.0 / 3.0：Type A to Type BUltraviolet 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.6m 　　S3CC/0.6m 　　¥25,000 　4571408326338
1.0m 　　S3CC/1.0m 　　¥28,000 　4571408326345

・構造：Uni Path ‒ 90 Ohms
・導体：Silver-Clad OFC 28AWG × 12本

         ・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.6m 　　S3AB/0.6m 　　¥22,500 　4571408326215
1.0m 　　S3AB/1.0m 　　¥24,000 　4571408326222
2.0m 　　S3AB/2.0m 　　¥27,000 　4571408326239
3.0m 　　S3AB/3.0m 　　¥30,000 　4571408326246

・構造：Uni Path ‒ 90 Ohms
・導体：Silver-Clad OFC 28AWG × 9本

         ・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.6m 　　S2AB/0.6m 　　¥16,500 　4571408326093
1.0m 　　S2AB/1.0m 　　¥18,000 　4571408326109
2.0m 　　S2AB/2.0m 　　¥21,000 　4571408326116
3.0m 　　S2AB/3.0m 　　¥24,000 　4571408326123

・構造：Uni Path ‒ 90 Ohms
・導体：Silver-Clad OFC 28AWG × 3本

         ・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

Starlight 8のUSB3.1規格
Type C to Type Cケーブルです。

Starlight 8のUSB3.0規格
Type A to Type Bケーブルです。

Starlight(スターライト)という名は、Wireworld社のデジタルケーブルの中でも
トップクオリティを約束するモデルのみが名乗ることを許されています。USBケ
ーブルで唯一この名を冠したこのモデルは、最新のComposilex3絶縁体に加
え、シルバークラッド処理を施した高純度OFC導線を採用。圧倒的なパフォーマ
ンスの向上をお約束します。

2.0 / 3.0：Type A to Type B
3.1：Type C to Type CStarlight 8

様々な製品に採用されているUSB3.1規格。MacBookやWindows PCは
もちろん、AndroidスマートフォンのほとんどがUSB3.1規格つまりType C
になってきました。Starlight 8とChroma 8の２種類をご用意しています。

【USB 3.1】
理論上USB2.0規格に対し10倍の速度を誇るUSB3.0規格。Wireworldで
は、Starlight 8 / Ultraviolet 8 / Chroma 8、全てのグレードにUSB3.0ケ
ーブルをご用意しました。

【USB 3.0】

PCオーディオでUSB接続を行う場合に必要とされるケーブルは、パソコン周辺機器と接続するケーブルとは全く異なります。プリンターはPCと信号をやり取りしデータ
補正することで正しく印刷を行います。しかしPCオーディオの場合、DACへの音楽信号は一方通行でデータを後から補正することはできません。この事は損失なくデ
ータ転送を行えるハイグレードなケーブルを使用することで音質を著しく改善できることを意味しています。シリーズ8のUSBケーブル専用に開発されたUni Path構造
は、DNA Helix Designを、使いやすいフラット構造であるUSBケーブル用に最適化した新技術です。シリーズ7に比べより立体的なサウンドを獲得しています。最新の
Composilex 3も同時に手に入れたWireworld自慢のUSBケーブル。2.0 / 3.0 はもちろん、近年対応製品が増えている3.1(Type C)ケーブルもご用意しました。

SERIES 8 USB 3.0 / 3.1 CABLESERIES 8 USB2.0 CABLE



Wireworld Tonearmケーブル特注オプションについて
1.5mより長いケーブルは特注となります。また、標準仕様は5pin DIN(ストレート) → 
アンバランスRCAタイプとなります。それ以外の5pin DIN(L型)仕様やバランスXLR
仕様等は特注で対応可能です。詳細や納期は販売店までご確認ください。

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
1.0m 　　SOT8/1.0m 　　¥32,000 　4571408326079
1.5m 　　SOT8/1.5m 　　¥37,000 　4571408326086

※価格計算式 ￥10,000- × m (メートル)  ＋ ￥22,000- (ターミナル価格) 
※1.5mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：13
・導体：Silver-Plated OFC 26AWG
・絶縁体：Composilex 3

微小な信号を取り扱うアナログ再生において、トーンアームケーブルの選択は
カートリッジやアームの性能を左右する重要なファクターです。Solstice(ソリス
タイス)はWireworldの最新技術を全て搭載し、圧倒的な変化をお約束します。

Solstice 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
1.0m 　　ECT8/1.0m 　　¥63,000 　4571408326055
1.5m 　　ECT8/1.5m 　　¥72,000 　4571408326062

※価格計算式 ￥18,000- × m (メートル)  ＋ ￥45,000- (ターミナル価格) 
※1.5mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：13

・導体：OCC-7N Copper 26AWG
・絶縁体：Composilex 3

それがMMカートリッジでもMCカートリッジでも、CDなどに比べれば微小な信
号を取り扱う繊細な製品である事は変わりません。Wireworldのケーブルは、色
付けのないナチュラルなサウンドを特徴としており、どのようなカートリッジに
もマッチする理想のケーブルなのです。

Micro-Eclipse 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
1.0m 　　SET8/1.0m 　　¥74,000 　4571408326031
1.5m 　　SET8/1.5m 　　¥87,000 　4571408326048

※価格計算式 ￥26,000- × m (メートル)  ＋ ￥48,000- (ターミナル価格) 
※1.5mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：13
・導体：OCC-7N Silver-Clad Copper 26AWG
・絶縁体：Composilex 3

シルバークラッド処理を施したOCC-7N導体を採用したMicro-Silverは、近年価
格高騰が続くカートリッジとの組み合わせにおいて、コストとパフォーマンスの
両立を願う多くのアナログファンを満足させるクオリティを有しています。

Micro-Silver Eclipse 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
1.0m 　　PET8/1.0m 　　¥160,000 　4571408326017
1.5m 　　PET8/1.5m 　　¥200,000 　4571408326024

※価格計算式 ￥80,000- × m (メートル)  ＋ ￥80,000- (ターミナル価格) 
※1.5mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：13

・導体：OCC-7N Solid Silver 26AWG
・絶縁体：Composilex 3

Micro-Platinumは、機器の性能を最大限引き出す究極のノン・カラーレーション
を実現するために開発されました。トーンアームに不要なテンションをかけな
い柔らかさと数々の新技術の融合が、ピックアップする微弱な信号をかつてな
い精度で伝送します。

Micro-Platinum Eclipse 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
1.0m 　　CHE8/1.0m 　　¥15,000 　4571408325386
2.0m 　　CHE8/2.0m 　　¥17,000 　4571408325393
3.0m 　　CHE8/3.0m 　　¥19,000 　4571408325409
5.0m 　　CHE8/5.0m 　　¥23,000 　4571408325416
10.0m 　　CHE8/10.0m 　　¥33,000 　4571408325423

・構造：Tite-Shield Technology
・導体：Oxygen Free Copper 23AWG

・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

おなじみの黄色カラーが美しいChroma(クローマ)は、革新的な構造が音質を決
定づけるという事実を教えてくれます。オーディオ専用のNASには、オーディオ
グレードのイーサネットケーブルが必要です。素晴らしいエンジンを搭載した
車にはハイオクガソリンが必要なように。

Chroma 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
1.0m 　　STE8/1.0m 　　¥30,000 　4571408325430
2.0m 　　STE8/2.0m 　　¥37,000 　4571408325447
3.0m 　　STE8/3.0m 　　¥44,000 　4571408325454
5.0m 　　STE8/5.0m 　　¥58,000 　4571408325461
10.0m 　　STE8/10.0m 　　¥93,000 　4571408325478

・構造：Tite-Shield Technology
・導体：Silver-Clad OFC 23AWG
・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

新開発されたComposilex3絶縁体はもちろん、Platinumと完全に同じ構造を踏
襲しており、採用する導線のみが異なります。Wireworldと聞いてイメージする
通りの色付けのないハイクオリティなサウンドは圧巻です。

Starlight 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
1.0m 　　PSE8/1.0m 　　¥115,000 　4571408325485
2.0m 　　PSE8/2.0m 　　¥190,000 　4571408325492
3.0m 　　PSE8/3.0m 　　¥265,000 　4571408325508
5.0m 　　PSE8/5.0m 　　¥415,000 　4571408325515
10.0m 　　PSE8/10.0m 　　¥790,000 　4571408325522

・構造：Tite-Shield Technology
・導体：OCC-7N Solid Silver 23AWG

・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

ポリグラフス・テストではデジタル伝送でも機器同士をケーブルレスで接続した
時の優位性が確認されています。開発された全ての新技術と純度99.99999% 
(7N) OCC Solid Silver（高純度銀）の組み合わせが、最もケーブルレスに近いパ
フォーマンスを生みだすのです。

Platinum Starlight 8

シリーズ7で初登場となったWireworldイーサネット(LAN)ケーブル。次世代のカテゴリ 8 伝送速度(40 Gbps)に対応した革新的な設計に加え、23AWG(約0.57mm)の
導線に 3 重シールドを施しているにも関わらずケーブルの厚み 2.5mm を実現した新技術 ”Tite-Shield” デザインを採用。非常に柔らかい使い勝手の良さを実現し
大ヒットとなりました。シリーズ8では、絶縁体がComposilex3に進化。高音質を謳うケーブルの多くが非常に固いという欠点を持っている中、Wireworld は高音質と
使い勝手というケーブルにとって重要な要素を高次元で両立しています。デジタル接続はアナログ接続に比べて違いがわかりにくい？そんな考えは過去のものです。
誰もが認める世界最高峰のイーサネットケーブル。ハイレゾ再生をはじめとするデジタル音源の変化に驚かれるに違いありません。

外部ノイズに影響を受けやすく、シビアな精度が求められるトーンアームケーブルこそ、Wireworldが持つ画期的なテクノロジーが最も威力を発揮します。革新的な
DNA Helix Designと新開発Composilex3絶縁体。さらに柔らかく細身に設計された事で”Micro”という新たな型番が与えられました。もちろんシリーズ7に比べさらに
立体的かつ高解像度に進化しているのは言うまでもありません。デヴィッド・ザルツがシリーズを変える。それは誰もがわかるブレイクスルーが約束されているのです。

SERIES 8 TONEARM CABLESERIES 8 ETHERNET CABLE



Wireworld Tonearmケーブル特注オプションについて
1.5mより長いケーブルは特注となります。また、標準仕様は5pin DIN(ストレート) → 
アンバランスRCAタイプとなります。それ以外の5pin DIN(L型)仕様やバランスXLR
仕様等は特注で対応可能です。詳細や納期は販売店までご確認ください。

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
1.0m 　　SOT8/1.0m 　　¥32,000 　4571408326079
1.5m 　　SOT8/1.5m 　　¥37,000 　4571408326086

※価格計算式 ￥10,000- × m (メートル)  ＋ ￥22,000- (ターミナル価格) 
※1.5mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：13
・導体：Silver-Plated OFC 26AWG
・絶縁体：Composilex 3

微小な信号を取り扱うアナログ再生において、トーンアームケーブルの選択は
カートリッジやアームの性能を左右する重要なファクターです。Solstice(ソリス
タイス)はWireworldの最新技術を全て搭載し、圧倒的な変化をお約束します。

Solstice 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
1.0m 　　ECT8/1.0m 　　¥63,000 　4571408326055
1.5m 　　ECT8/1.5m 　　¥72,000 　4571408326062

※価格計算式 ￥18,000- × m (メートル)  ＋ ￥45,000- (ターミナル価格) 
※1.5mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：13

・導体：OCC-7N Copper 26AWG
・絶縁体：Composilex 3

それがMMカートリッジでもMCカートリッジでも、CDなどに比べれば微小な信
号を取り扱う繊細な製品である事は変わりません。Wireworldのケーブルは、色
付けのないナチュラルなサウンドを特徴としており、どのようなカートリッジに
もマッチする理想のケーブルなのです。

Micro-Eclipse 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
1.0m 　　SET8/1.0m 　　¥74,000 　4571408326031
1.5m 　　SET8/1.5m 　　¥87,000 　4571408326048

※価格計算式 ￥26,000- × m (メートル)  ＋ ￥48,000- (ターミナル価格) 
※1.5mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：13
・導体：OCC-7N Silver-Clad Copper 26AWG
・絶縁体：Composilex 3

シルバークラッド処理を施したOCC-7N導体を採用したMicro-Silverは、近年価
格高騰が続くカートリッジとの組み合わせにおいて、コストとパフォーマンスの
両立を願う多くのアナログファンを満足させるクオリティを有しています。

Micro-Silver Eclipse 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
1.0m 　　PET8/1.0m 　　¥160,000 　4571408326017
1.5m 　　PET8/1.5m 　　¥200,000 　4571408326024

※価格計算式 ￥80,000- × m (メートル)  ＋ ￥80,000- (ターミナル価格) 
※1.5mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：13

・導体：OCC-7N Solid Silver 26AWG
・絶縁体：Composilex 3

Micro-Platinumは、機器の性能を最大限引き出す究極のノン・カラーレーション
を実現するために開発されました。トーンアームに不要なテンションをかけな
い柔らかさと数々の新技術の融合が、ピックアップする微弱な信号をかつてな
い精度で伝送します。

Micro-Platinum Eclipse 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
1.0m 　　CHE8/1.0m 　　¥15,000 　4571408325386
2.0m 　　CHE8/2.0m 　　¥17,000 　4571408325393
3.0m 　　CHE8/3.0m 　　¥19,000 　4571408325409
5.0m 　　CHE8/5.0m 　　¥23,000 　4571408325416
10.0m 　　CHE8/10.0m 　　¥33,000 　4571408325423

・構造：Tite-Shield Technology
・導体：Oxygen Free Copper 23AWG

・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

おなじみの黄色カラーが美しいChroma(クローマ)は、革新的な構造が音質を決
定づけるという事実を教えてくれます。オーディオ専用のNASには、オーディオ
グレードのイーサネットケーブルが必要です。素晴らしいエンジンを搭載した
車にはハイオクガソリンが必要なように。

Chroma 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
1.0m 　　STE8/1.0m 　　¥30,000 　4571408325430
2.0m 　　STE8/2.0m 　　¥37,000 　4571408325447
3.0m 　　STE8/3.0m 　　¥44,000 　4571408325454
5.0m 　　STE8/5.0m 　　¥58,000 　4571408325461
10.0m 　　STE8/10.0m 　　¥93,000 　4571408325478

・構造：Tite-Shield Technology
・導体：Silver-Clad OFC 23AWG
・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

新開発されたComposilex3絶縁体はもちろん、Platinumと完全に同じ構造を踏
襲しており、採用する導線のみが異なります。Wireworldと聞いてイメージする
通りの色付けのないハイクオリティなサウンドは圧巻です。

Starlight 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
1.0m 　　PSE8/1.0m 　　¥115,000 　4571408325485
2.0m 　　PSE8/2.0m 　　¥190,000 　4571408325492
3.0m 　　PSE8/3.0m 　　¥265,000 　4571408325508
5.0m 　　PSE8/5.0m 　　¥415,000 　4571408325515
10.0m 　　PSE8/10.0m 　　¥790,000 　4571408325522

・構造：Tite-Shield Technology
・導体：OCC-7N Solid Silver 23AWG

・端子素材：24K Gold-Plated
・絶縁体：Composilex 3

ポリグラフス・テストではデジタル伝送でも機器同士をケーブルレスで接続した
時の優位性が確認されています。開発された全ての新技術と純度99.99999% 
(7N) OCC Solid Silver（高純度銀）の組み合わせが、最もケーブルレスに近いパ
フォーマンスを生みだすのです。

Platinum Starlight 8

シリーズ7で初登場となったWireworldイーサネット(LAN)ケーブル。次世代のカテゴリ 8 伝送速度(40 Gbps)に対応した革新的な設計に加え、23AWG(約0.57mm)の
導線に 3 重シールドを施しているにも関わらずケーブルの厚み 2.5mm を実現した新技術 ”Tite-Shield” デザインを採用。非常に柔らかい使い勝手の良さを実現し
大ヒットとなりました。シリーズ8では、絶縁体がComposilex3に進化。高音質を謳うケーブルの多くが非常に固いという欠点を持っている中、Wireworld は高音質と
使い勝手というケーブルにとって重要な要素を高次元で両立しています。デジタル接続はアナログ接続に比べて違いがわかりにくい？そんな考えは過去のものです。
誰もが認める世界最高峰のイーサネットケーブル。ハイレゾ再生をはじめとするデジタル音源の変化に驚かれるに違いありません。

外部ノイズに影響を受けやすく、シビアな精度が求められるトーンアームケーブルこそ、Wireworldが持つ画期的なテクノロジーが最も威力を発揮します。革新的な
DNA Helix Designと新開発Composilex3絶縁体。さらに柔らかく細身に設計された事で”Micro”という新たな型番が与えられました。もちろんシリーズ7に比べさらに
立体的かつ高解像度に進化しているのは言うまでもありません。デヴィッド・ザルツがシリーズを変える。それは誰もがわかるブレイクスルーが約束されているのです。

SERIES 8 TONEARM CABLESERIES 8 ETHERNET CABLE



※価格計算式 ￥9,000- × m (メートル)  ＋ ￥10,000- (ターミナル価格) 
※2.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.5m 　　MEA8/0.5m 　　   ¥14,500 　4571408325737
1.0m 　　MEA8/1.0m 　　   ¥19,000 　4571408325744
1.5m 　　MEA8/1.5m 　　   ¥23,500 　4571408325751
2.0m 　　MEA8/2.0m 　　   ¥28,000 　4571408325768

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：13
・導体：OCC-7N Copper 26AWG
・絶縁体：Composilex 3

Microケーブルの開発が、デジタル機器を新たなステージに導きます。接続し
た瞬間にわかる解像度の変化からくる見通しの良さ。バランス接続のメリット
をまざまざと見せつけるWireworld自慢のMicro。ぜひお試しください。

BalancedMicro-Eclipse 8

※価格計算式 ￥13,000- × m (メートル)  ＋ ￥13,000- (ターミナル価格) 
※2.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.5m 　　MSA8/0.5m 　　   ¥19,500 　4571408325690
1.0m 　　MSA8/1.0m 　　   ¥26,000 　4571408325706
1.5m 　　MSA8/1.5m 　　   ¥32,500 　4571408325713
2.0m 　　MSA8/2.0m 　　   ¥39,000 　4571408325720

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：13

・導体：OCC-7N Silver-Clad Copper 26AWG
・絶縁体：Composilex 3

安い。このケーブルのパフォーマンスを前にして誰もがそう思うに違いありま
せん。バランス入出力とアンバランス入出力、どちらに接続しようか迷っている
のなら、このケーブルの存在は、バランス接続を選ぶ理由になるはずです。

BalancedMicro-Silver Eclipse 8

※価格計算式 ￥40,000- × m (メートル)  ＋ ￥15,000- (ターミナル価格) 
※2.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.5m 　　MPA8/0.5m 　　   ¥35,000 　4571408325652
1.0m 　　MPA8/1.0m 　　   ¥55,000 　4571408325669
1.5m 　　MPA8/1.5m 　　   ¥75,000 　4571408325676
2.0m 　　MPA8/2.0m 　　   ¥95,000 　4571408325683

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：13
・導体：OCC-7N Solid Silver 26AWG
・絶縁体：Composilex 3

Platinum Starlightと導線を共通にするMicro-Platinum Eclipse。ケーブルの硬
さに嫌気がさしていたオーディオファンにとっては救世主。バランス構造だか
らこそ実現したこの設計の恩恵を受けない手はありません。

BalancedMicro-Platinum Eclipse 8

Wireworldの創業者であり、開発の責任者でもあるデヴィッド・ザルツ。ケーブルレスこそ最高の状態であると確信する彼の設計方法は、専用に開発されたコンポー
ネントによって、ケーブルを用いないで接続された状態とWireworldのケーブルを用いた状態のサウンドを比較することで行われています。過去の自社製品であった
り、他社のライバル製品であったり、自分が理想と考える脳内のサウンドと比較してケーブル設計を行わないため、Wireworldの新製品は必ず過去の製品を大きく上
回るパフォーマンスを有し、最新のWireworldこそ最高のWireworldと自信をもって言える根拠でもあります。

近年のデヴィッド・ザルツは上記に加え、新たに使いやすさをも重視して設計を行うようになってきました。新技術 ”Tite-Shield”を採用し2.5mmという驚異のフラッ
ト構造を実現した イーサネットケーブルや、USBケーブル用に新開発されたUni Path構造は、スペックとは違いお客様が使用して初めてわかるメリットです。このケー
ブルの厚みや細さ、高い柔軟性のメリットは使いやすさだけではありません。ケーブルはどの種類でも必ず曲げて使用することになります。その時、このケーブルの柔
軟性が”無理なテンション”を回避しサウンドへの悪影響を排除するのです。もちろんWireworldが誇る特許技術DNA Helix Designがこの事実にプラスして高音質に寄
与するのは言うまでもありません。

シリーズ8で登場した”Micro”と名付けられたニュースターは、トーンアームケーブルとXLRデジタルケーブルに初採用されました。この柔軟性は過去にない使いやすさ
です。設置場所が限られている、コンポーネントと壁の距離が近い、しかしパフォーマンスは妥協したくない。そういったユーザーにとってベストな選択となることでし
ょう。デヴィッド・ザルツは天才でありながら、ユーザーに寄り添う感覚も併せ持っている稀有なエンジニアなのです。

DIGITAL SLIM BALANCED CABLE

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.5m 　STV8RCA/0.5m 　　   ¥13,000 　4571408325935
1.0m 　STV8RCA/1.0m 　　   ¥16,000 　4571408325942
1.5m 　STV8RCA/1.5m 　　   ¥19,000 　4571408325959
2.0m 　STV8RCA/2.0m 　　   ¥22,000 　4571408325966
0.5m 　STV8BNC/0.5m 　　   ¥13,000 　4571408325973
1.0m 　STV8BNC/1.0m 　　   ¥16,000 　4571408325980
1.5m 　STV8BNC/1.5m 　　   ¥19,000 　4571408325997
2.0m 　STV8BNC/2.0m 　　   ¥22,000 　4571408326000

上位クラスと同様のDNA Helix Designと最新のComposilex 3を採用し、比較
的お求めやすい価格でWireworld のノン・カラーレーション・サウンドをお届
けするStarlight 8。スターライトの名前は伊達ではありません。

※価格計算式 ￥6,000- × m (メートル)  ＋ ￥10,000- (ターミナル価格) 
※2.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：16

・導体：Silver-Clad OFC 26AWG
・絶縁体：Composilex 3

RCA：Coaxial
BNC：BNCStarlight 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.5m 　SSV8RCA/0.5ｍ 　　   ¥32,500 　4571408325898
1.0m 　SSV8RCA/1.0ｍ 　　   ¥40,000 　4571408325904
1.5m 　SSV8RCA/1.5ｍ 　　   ¥47,500 　4571408325911
2.0m 　SSV8RCA/2.0ｍ 　　   ¥55,000 　4571408325928
0.5m 　SSV8BNC/0.5ｍ 　　   ¥32,500 　4571408325850
1.0m 　SSV8BNC/1.0ｍ 　　   ¥40,000 　4571408325867
1.5m 　SSV8BNC/1.5ｍ 　　   ¥47,500 　4571408325874
2.0m 　SSV8BNC/2.0ｍ 　　   ¥55,000 　4571408325881

純度99.99999% (7N) のOCC Copper（高純度銅） 導体にシルバークラッド処
理を施したWireworldの中心モデルです。活気に満ちた音のテクスチャーとま
るで触れられるかの様な生 し々いサウンドイメージを体感して頂けます。

※価格計算式 ￥15,000- × m (メートル)  ＋ ￥25,000- (ターミナル価格) 
※2.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：12

・導体：OCC-7N Silver-Clad Copper 24AWG
・絶縁体：Composilex 3

RCA：Coaxial
BNC：BNCSilver Starlight 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.5m 　GSV8RCA/0.5ｍ 　　   ¥50,000 　4571408325812
1.0m 　GSV8RCA/1.0ｍ 　　   ¥75,000 　4571408325829
1.5m 　GSV8RCA/1.5ｍ 　　¥100,000 　4571408325836
2.0m 　GSV8RCA/2.0ｍ 　　¥125,000 　4571408325843
0.5m 　GSV8BNC/0.5ｍ 　　   ¥50,000 　4571408325775
1.0m 　GSV8BNC/1.0ｍ 　　   ¥75,000 　4571408325782
1.5m 　GSV8BNC/1.5ｍ 　　¥100,000 　4571408325799
2.0m 　GSV8BNC/2.0ｍ 　　¥125,000 　4571408325805

純度99.99%（4N）のSolid Silver（高純度銀）を採用。Composilex 3 も加わりノイ
ズ・ジッター対策は完璧です。最上位機種Platinum Starlightに次ぐパフォーマン
スを持ちながら、価格は半分以下に抑えられたハイグレードモデルです。

※価格計算式 ￥50,000- × m (メートル)  ＋ ￥25,000- (ターミナル価格) 
※2.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：12

・導体：4N Solid Silver 24AWG
・絶縁体：Composilex 3

RCA：Coaxial
BNC：BNCGold Starlight 8

Wireworldデジタルケーブルは、モデル
によって選択できる端子が異なります。

それぞれのモデル名の右横に記載され
ているCoaxial  / BNC / Balancedを
ご確認ください。

RCA 、BNC 対応モデルではRCA → 
BNC仕様、 BNC → RCA仕様モデル
も特注にて承り可能です。 ※価格計算式 ￥160,000- × m (メートル)  ＋ ￥40,000- (ターミナル価格) 

※2.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.5m 　PSV8RCA/0.5m 　　¥120,000 　4571408325577
1.0m 　PSV8RCA/1.0m 　　¥200,000 　4571408325584
1.5m 　PSV8RCA/1.5m 　　¥280,000 　4571408325591
2.0m 　PSV8RCA/2.0m 　　¥360,000 　4571408325607
0.5m 　PSV8BNC/0.5m 　　¥120,000 　4571408325614
1.0m 　PSV8BNC/1.0m 　　¥200,000 　4571408325621
1.5m 　PSV8BNC/1.5m 　　¥280,000 　4571408325638
2.0m 　PSV8BNC/2.0m 　　¥360,000 　4571408325645
0.5m 　PSA8BAL/0.5m 　　¥120,000 　4571408325539
1.0m 　PSA8BAL/1.0m 　　¥200,000 　4571408325546
1.5m 　PSA8BAL/1.5m 　　¥280,000 　4571408325553
2.0m 　PSA8BAL/2.0m 　　¥360,000 　4571408325560

BalancedCoaxial  BNC

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：12(Coaxial/BNC)

13(Balanced)  　
・導体：OCC-7N Solid Silver 22AWG

・絶縁体：Composilex 3

シリーズ8で唯一3種類の端子から選択できる、旗艦モデルPlatinum Starlight。
恐ろしいまでの解像度、立体的なサウンドは正に変わるものがない孤高の存
在。Coaxモデルは特許取得済み非磁性体カーボンファイバープラグ仕様です。

RCA：Coaxial  BNC：BNC
BAL：BalancedPlatinum Starlight 8

SERIES 8 DIGITAL SLIM BALANCED CABLESERIES 8 DIGITAL CABLE



※価格計算式 ￥9,000- × m (メートル)  ＋ ￥10,000- (ターミナル価格) 
※2.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.5m 　　MEA8/0.5m 　　   ¥14,500 　4571408325737
1.0m 　　MEA8/1.0m 　　   ¥19,000 　4571408325744
1.5m 　　MEA8/1.5m 　　   ¥23,500 　4571408325751
2.0m 　　MEA8/2.0m 　　   ¥28,000 　4571408325768

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：13
・導体：OCC-7N Copper 26AWG
・絶縁体：Composilex 3

Microケーブルの開発が、デジタル機器を新たなステージに導きます。接続し
た瞬間にわかる解像度の変化からくる見通しの良さ。バランス接続のメリット
をまざまざと見せつけるWireworld自慢のMicro。ぜひお試しください。

BalancedMicro-Eclipse 8

※価格計算式 ￥13,000- × m (メートル)  ＋ ￥13,000- (ターミナル価格) 
※2.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.5m 　　MSA8/0.5m 　　   ¥19,500 　4571408325690
1.0m 　　MSA8/1.0m 　　   ¥26,000 　4571408325706
1.5m 　　MSA8/1.5m 　　   ¥32,500 　4571408325713
2.0m 　　MSA8/2.0m 　　   ¥39,000 　4571408325720

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：13

・導体：OCC-7N Silver-Clad Copper 26AWG
・絶縁体：Composilex 3

安い。このケーブルのパフォーマンスを前にして誰もがそう思うに違いありま
せん。バランス入出力とアンバランス入出力、どちらに接続しようか迷っている
のなら、このケーブルの存在は、バランス接続を選ぶ理由になるはずです。

BalancedMicro-Silver Eclipse 8

※価格計算式 ￥40,000- × m (メートル)  ＋ ￥15,000- (ターミナル価格) 
※2.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.5m 　　MPA8/0.5m 　　   ¥35,000 　4571408325652
1.0m 　　MPA8/1.0m 　　   ¥55,000 　4571408325669
1.5m 　　MPA8/1.5m 　　   ¥75,000 　4571408325676
2.0m 　　MPA8/2.0m 　　   ¥95,000 　4571408325683

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：13
・導体：OCC-7N Solid Silver 26AWG
・絶縁体：Composilex 3

Platinum Starlightと導線を共通にするMicro-Platinum Eclipse。ケーブルの硬
さに嫌気がさしていたオーディオファンにとっては救世主。バランス構造だか
らこそ実現したこの設計の恩恵を受けない手はありません。

BalancedMicro-Platinum Eclipse 8

Wireworldの創業者であり、開発の責任者でもあるデヴィッド・ザルツ。ケーブルレスこそ最高の状態であると確信する彼の設計方法は、専用に開発されたコンポー
ネントによって、ケーブルを用いないで接続された状態とWireworldのケーブルを用いた状態のサウンドを比較することで行われています。過去の自社製品であった
り、他社のライバル製品であったり、自分が理想と考える脳内のサウンドと比較してケーブル設計を行わないため、Wireworldの新製品は必ず過去の製品を大きく上
回るパフォーマンスを有し、最新のWireworldこそ最高のWireworldと自信をもって言える根拠でもあります。

近年のデヴィッド・ザルツは上記に加え、新たに使いやすさをも重視して設計を行うようになってきました。新技術 ”Tite-Shield”を採用し2.5mmという驚異のフラッ
ト構造を実現した イーサネットケーブルや、USBケーブル用に新開発されたUni Path構造は、スペックとは違いお客様が使用して初めてわかるメリットです。このケー
ブルの厚みや細さ、高い柔軟性のメリットは使いやすさだけではありません。ケーブルはどの種類でも必ず曲げて使用することになります。その時、このケーブルの柔
軟性が”無理なテンション”を回避しサウンドへの悪影響を排除するのです。もちろんWireworldが誇る特許技術DNA Helix Designがこの事実にプラスして高音質に寄
与するのは言うまでもありません。

シリーズ8で登場した”Micro”と名付けられたニュースターは、トーンアームケーブルとXLRデジタルケーブルに初採用されました。この柔軟性は過去にない使いやすさ
です。設置場所が限られている、コンポーネントと壁の距離が近い、しかしパフォーマンスは妥協したくない。そういったユーザーにとってベストな選択となることでし
ょう。デヴィッド・ザルツは天才でありながら、ユーザーに寄り添う感覚も併せ持っている稀有なエンジニアなのです。

DIGITAL SLIM BALANCED CABLE

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.5m 　STV8RCA/0.5m 　　   ¥13,000 　4571408325935
1.0m 　STV8RCA/1.0m 　　   ¥16,000 　4571408325942
1.5m 　STV8RCA/1.5m 　　   ¥19,000 　4571408325959
2.0m 　STV8RCA/2.0m 　　   ¥22,000 　4571408325966
0.5m 　STV8BNC/0.5m 　　   ¥13,000 　4571408325973
1.0m 　STV8BNC/1.0m 　　   ¥16,000 　4571408325980
1.5m 　STV8BNC/1.5m 　　   ¥19,000 　4571408325997
2.0m 　STV8BNC/2.0m 　　   ¥22,000 　4571408326000

上位クラスと同様のDNA Helix Designと最新のComposilex 3を採用し、比較
的お求めやすい価格でWireworld のノン・カラーレーション・サウンドをお届
けするStarlight 8。スターライトの名前は伊達ではありません。

※価格計算式 ￥6,000- × m (メートル)  ＋ ￥10,000- (ターミナル価格) 
※2.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：16

・導体：Silver-Clad OFC 26AWG
・絶縁体：Composilex 3

RCA：Coaxial
BNC：BNCStarlight 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.5m 　SSV8RCA/0.5ｍ 　　   ¥32,500 　4571408325898
1.0m 　SSV8RCA/1.0ｍ 　　   ¥40,000 　4571408325904
1.5m 　SSV8RCA/1.5ｍ 　　   ¥47,500 　4571408325911
2.0m 　SSV8RCA/2.0ｍ 　　   ¥55,000 　4571408325928
0.5m 　SSV8BNC/0.5ｍ 　　   ¥32,500 　4571408325850
1.0m 　SSV8BNC/1.0ｍ 　　   ¥40,000 　4571408325867
1.5m 　SSV8BNC/1.5ｍ 　　   ¥47,500 　4571408325874
2.0m 　SSV8BNC/2.0ｍ 　　   ¥55,000 　4571408325881

純度99.99999% (7N) のOCC Copper（高純度銅） 導体にシルバークラッド処
理を施したWireworldの中心モデルです。活気に満ちた音のテクスチャーとま
るで触れられるかの様な生 し々いサウンドイメージを体感して頂けます。

※価格計算式 ￥15,000- × m (メートル)  ＋ ￥25,000- (ターミナル価格) 
※2.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：12

・導体：OCC-7N Silver-Clad Copper 24AWG
・絶縁体：Composilex 3

RCA：Coaxial
BNC：BNCSilver Starlight 8

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.5m 　GSV8RCA/0.5ｍ 　　   ¥50,000 　4571408325812
1.0m 　GSV8RCA/1.0ｍ 　　   ¥75,000 　4571408325829
1.5m 　GSV8RCA/1.5ｍ 　　¥100,000 　4571408325836
2.0m 　GSV8RCA/2.0ｍ 　　¥125,000 　4571408325843
0.5m 　GSV8BNC/0.5ｍ 　　   ¥50,000 　4571408325775
1.0m 　GSV8BNC/1.0ｍ 　　   ¥75,000 　4571408325782
1.5m 　GSV8BNC/1.5ｍ 　　¥100,000 　4571408325799
2.0m 　GSV8BNC/2.0ｍ 　　¥125,000 　4571408325805

純度99.99%（4N）のSolid Silver（高純度銀）を採用。Composilex 3 も加わりノイ
ズ・ジッター対策は完璧です。最上位機種Platinum Starlightに次ぐパフォーマン
スを持ちながら、価格は半分以下に抑えられたハイグレードモデルです。

※価格計算式 ￥50,000- × m (メートル)  ＋ ￥25,000- (ターミナル価格) 
※2.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：12

・導体：4N Solid Silver 24AWG
・絶縁体：Composilex 3

RCA：Coaxial
BNC：BNCGold Starlight 8

Wireworldデジタルケーブルは、モデル
によって選択できる端子が異なります。

それぞれのモデル名の右横に記載され
ているCoaxial  / BNC / Balancedを
ご確認ください。

RCA 、BNC 対応モデルではRCA → 
BNC仕様、 BNC → RCA仕様モデル
も特注にて承り可能です。 ※価格計算式 ￥160,000- × m (メートル)  ＋ ￥40,000- (ターミナル価格) 

※2.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。 納期は販売店までご確認ください。

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.5m 　PSV8RCA/0.5m 　　¥120,000 　4571408325577
1.0m 　PSV8RCA/1.0m 　　¥200,000 　4571408325584
1.5m 　PSV8RCA/1.5m 　　¥280,000 　4571408325591
2.0m 　PSV8RCA/2.0m 　　¥360,000 　4571408325607
0.5m 　PSV8BNC/0.5m 　　¥120,000 　4571408325614
1.0m 　PSV8BNC/1.0m 　　¥200,000 　4571408325621
1.5m 　PSV8BNC/1.5m 　　¥280,000 　4571408325638
2.0m 　PSV8BNC/2.0m 　　¥360,000 　4571408325645
0.5m 　PSA8BAL/0.5m 　　¥120,000 　4571408325539
1.0m 　PSA8BAL/1.0m 　　¥200,000 　4571408325546
1.5m 　PSA8BAL/1.5m 　　¥280,000 　4571408325553
2.0m 　PSA8BAL/2.0m 　　¥360,000 　4571408325560

BalancedCoaxial  BNC

・構造：Tri DNA Helix
・ストランド・グループ：12(Coaxial/BNC)

13(Balanced)  　
・導体：OCC-7N Solid Silver 22AWG

・絶縁体：Composilex 3

シリーズ8で唯一3種類の端子から選択できる、旗艦モデルPlatinum Starlight。
恐ろしいまでの解像度、立体的なサウンドは正に変わるものがない孤高の存
在。Coaxモデルは特許取得済み非磁性体カーボンファイバープラグ仕様です。

RCA：Coaxial  BNC：BNC
BAL：BalancedPlatinum Starlight 8

SERIES 8 DIGITAL SLIM BALANCED CABLESERIES 8 DIGITAL CABLE



http : //naspecaudio.com

※本カタログに記載されている内容は 2020 年 1月時点のものであり、外観・仕様・価格などは予告無しに変更する場合があります。 
※製品は日本の法規格、技術基準、安全基準に則った日本国内仕様となっています。その為、輸入元本国の仕様とは異なる場合があります。  
※製品の色は撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。  

0120-932-455岐阜県岐阜市薮田西 1-4-5〒500-8386
株式会社ナスペック
Wireworld 日本総輸入代理店
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