












前ペー ジからの続き

JORMA STATEMENT 

■ 音の印象 ・

表現するとすれば、 ステー ジに女性ヴォ ーカリストが存在している
唇がどうのこうのなど説明を必要としないほどヴ ィ ジュアルが見える一人の類まれな歌手がそこに歌っている
ステー ジとオーディエンスが一体となったコンサート ・ ホールの中で感動する自分がいる
二度とめぐり合えない時間を過ごしたような心のときめきと高ぶりを感じる 一 至福の時空間、 まさにサウン ド ・ タイムマシ ーンである 一

JOR畢STATEMENT SPECIFICATIONS 
JORMA STATEMENT共通事項

誘電体 無色高純度テフロン
(JORMA PRIME(!)誘電体純度 及び 精度を向上）

導体材質 純度 9N銅
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導体構造 セラミック・ファイバーを芯にした多芯線構造

JORMA STATEMENT スピ ー カ ーケ ー ブル（シングルワイヤー／ジャンパーワイヤー）

コンダクター数 2 (+,-) x 6pcs (1 チャンネルにつき）

コンダクター断面積 (Conductor 0.5mm�pc) 2 (+,-) x 3mm2 (1 チャンネルにつき）

シールド断面積＊リードワイヤーは除く 2(+,-) x 4mm! RFIとEMI除去率約97%
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されているスペー ド闇T社製）は 、フォーク部の内寸が枷し外寸が13 5Jmです。

＊叫 STA花籾にバイワイヤ---ft様 ません。
バイワイヤー仕様のスピーカーには、ジャンパーワイヤーもしくはシングルワイヤー 2ペアをご使用ください。

ウッドボックス： JORMA PRIME用ウォルナットよりさらに高密度・高硬度の上質ウォルナットを採用

クリンピング・スリーブ材質 ポリオレフィン

シールド材質 錫メッキ銅

メッシュ材質 ポリエチレン (PET)

JORMA STATEMENT RCA インタ ー コネクトケ ー ブル

コンダクター数 2 (+,-) x lpc (1 チャンネルにつき）

コンダクター断面積 (Conductor O 35mm幻pc) 2 (+, —) x O 35mm2 (1 チャンネルにつき）

シールド断面積 4mm2 , RFIとEMIシールド率約97%

JORMA STATEMENT XLR インタ ー コネクトケ ー ブル

コンダクター数 3 (+,-, GND) x 1pc (1 チャンネルにつき）

コンダクター断面積 (Conductor O 35mm2 /pc) 3 (+,-, GND) x O 35mm2 (1 チャンネルにつき）

シールド断面積 4mm2 , RFIとEMIシールド率約97%

�JORMAPHONO アナログ世界の未知なる領域へ新たなる一 歩

■ 設計／構造・
「JORMA PHONO (ヨルマ ・ フォノ）」ケ ー ブルは、 5ピンコネクター仕様のトーンアームに最適なパートナーとして開発されました。
その設計において「ヨルマ ・ フォノ」はヨルマ ・ ステイトメントのインターコネクトと同様の薄いス レ ッ ドを有し、 ほぽ同様の導体
が採用されています。 これには数年の開発期間を要し、 つい最近まで製造不可能とされていた精度 （直径0. 05mmの精密な銅糸群）
及び純度 (9N銅）に到達することができました。 コンダクターはどのように曲げられても高度な真円度を保つよう、 ヨルマ ・ デザイン
特有のファイン ・ セラミック ・ ファイバー集合体の周りに導体チュー ブ構造を形成しています。
誘電体には高純度のポリテトラフルオロエチレン/PTFE (誘電率が低く、 絶縁性がある）被膜を採用し、 安定した絶縁性能の確保を
実現しました。 スタビライ ザーにはポリオキシ メチレン/POM (エン プラの一 種で耐摩耗性に優れる）を採用し、 効果的に不要な振動
を抑制します。
更にこの新開発の薄い導体は、 極小の5ピンコネクターに完璧に適合し、 極めて優れた完成度を誇るフォノケー ブルに仕上がりました。

■ 音の印象・
これまでヨルマ・ デザインにフォノケー ブルが存在しなかったのが不思議なくらいである。 きっと相性はいいはずだから。

Photo: JOR叫PHONO DIN RCA 

最近は通常のインターコネクトケー ブルが使用できるトーンアームもよくあるので、 特に必要ないと言えばそれまでだが、 本当にそうなのか？
それを確かめられる日が遂に来てしまった。
同じトーンアームでRCA端子仕様のものとDIN端子仕様のもので比較試聴。 同価格帯のヨルマ・ デザインのインターコネクトケー ブルを使ってみる。 それ以外は同条件。
インターコネクトケー ブルはいつものヨルマの音だ。 自然で音楽性がよく出ている。 当然不満はない。 今まで経験してきたフォノケー ブルより情報量も多く、 空間性も
申し分ない。 よって、 特段フォノケー ブルの必要性は惑じられない。 そして、 このヨルマ ・ フォノで聴いてみる。
まさかである。 極上のアナログ世界が浮かび上がってきた。 今まで感じられなかったレベルの微細な音楽の動きやアトモスフ ィアが伝わってくる。 明らかにヨルマ ・ フォノ
の方がレコー ド再生音における心地良さが増している。 何故？構造の違い？精度？アース線？導体純度？何れにせ よアナログレコー ドの再生に特化した設計のケー ブルであ
ることは間違いない。 餅は餅屋ということなのであろうか。 今さらだが、 トーンアームにはやはりフォノケー ブルが相応しいという結論に至ってしまう。
そしてこのヨルマ ・ フォノは我々をアナログ再生の未体験領域に専いてくれたのである。 まだ、 レコー ドの中には我々の知らなかった情報が入っていたのか。
正確に言うならば、 トーンアームが抽出していた情報を増幅回路まで辿り着く間に取りこぼしがあったとなるのだろう。 そんなことはとっくにヨルマ ・ デザインはわかって
いたのだ。 そして、 完成しないかも知れないフォノケ ー ブルの開発を諦めずに続けた。 なぜなら、 インターコネクトケー ブルをフォノケー ブルに代用する上で何らかの問題
を発見してしまったからだ。 問題は解くことも大事だが、 発見することはもっと大事だとある数学者は言った。

レコー ドから抽出する音楽信号は微弱である。 更にアームの内部配線材は繊細だ。 それを如何に変調させずに増幅回路まで伝えるか。 ヨルマ ・ デザインの求めるレベルに
到達するには既成技術では不可能だったという。 しかし、 妥協したフォノケー ブルを世に送り出すようなことは決してしない。
それが今までフォノケー ブルがヨルマ ・ デザインのラインナ ッ プに存在しなかった理由である。
そして、 技術者は言った。 今ようやく、 ヨルマ ・ デザインがフォノケー ブルをリリースするに値する条件が揃った、 と。

JORMA PHONO SPECIFICATIONS 
JORMA PHONO共通事項 スタビライザー材質ポリオキシメチレン(POM)を採用

誘電体 無色高純度ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) クリンピング・スリーブ材質 ポリオレフィン

導体材質 純度 9N銅（酸素 及び他の 不純物を除去 ） シールド材質 錫メッキ銅

導体構造 セラミック・ファイバーを芯にした多芯線構造 メッシュ材質 ポリエチレン (PET)

JORMA PHONO DIN RCA フォノケ ー ブル ※SPIN DIN コネクタ ーはストレー ト・タイプを標準とします。
コンダクター数 2 (+,-) X 1pc (1 チャンネルにつき） L字タイプをご希望の場合、特注にて承ります。

コンダクター断面積 2 (+,-)x035mm2 (1 チャンネルにつき）

シールド断面積 2mm2 , RFIとEMIシールド率約95%

JORMA PHONO DIN XLR フォノケ ー ブル
コンダクター数 3 (+, ―, GND) x lpc (1 チャンネルにつき）

コンダクター断面積 3 (+, —, GND) x a 35mm' (1 チャンネルにつき）

シールド断面積 2mm', RFIとEMIシールド率約95%

、マ JORMA DIGITAL
■ JORMA DIGITAL(ヨルマ ・ デジタル）の特徴 ・

JORMA DESIGNは製造精度を限りなく設計精度に近づけています。 かつてこれほど単純で明快なコンセ プトを提唱したケ ー ブルメーカーが
あったでしょうか。 導体素材の純度、 導体素材、 ケ ー ブル構造、 誘電体素材、 物性処理、 シ ール ド等様々な技術開発が行なわれ、 その優
秀性がアピールされてきました。 しかし、 どのような工夫を施されたケー ブルであっても、均 ーで一 貫性がなければステレオ再生の基本で
ある左右の特性が等しくなりません。 これがアナログ再生におけるケー ブルの盲点でした。 まして高周波帯域で使用されるデジタルケ ー

ブルはインピーダンスが均 ーで一 貫性がなければ反射現象の影響を強く受けてしまいます。 見かけだけのインピーダンス ・ マッチングは
現実には複雑な反射現象を内部で繰り返しています。

JORMA DIGITALは世界最高水準の精度で製造されたオーディオ ・ ケ ー ブルであり、 真のインピーダンス ・ マッチングを可能にする極めて高
品位なデジタルケ ー ブルです。 JORMA DES I GNは小さな市場規模であるオーディオ用途としては破格の投資によって、 ケ ー ブル製造マシ ー

ンの改良を行ない、 優れた製品をお客様に提供しています。各種ケー ブルの特性を充分に踏まえた上で、 コネクターを厳選しました。

JORMA DIGITAL SPECIFICATIONS
JORMA DIGITAL RCA/BNC 

形式 同軸ケーブル シールド 純銀メッキ銅 ダブルシールディング

導体材質 純銀メッキ銅 インピーダンス 75Q 士 3%

シース 高純度無色FEP 容量 63Pl/m 

絶縁体 高純度無色PTFE ケーブル直径 4mm 

JORMA DIGITAL XLR 

形式 2芯ツイスト＋シールディング禍造 シールド 純銀メッキ銅

導体材質 純銀メッキ銅 インピーダンス 110Q 士 3%

シース 高純度無色FEP 容量 48Pf/m 

絶縁体 高純度無色PTFE ケーブル直径 6mm 

POWER CORDS 貴方のシステムに大地 (LANDA)の恵みを。

クヽ AC LANDA CU II, AC LANDA SG II, AC LANDA RH II 

AC LANDAII のワイヤ一部はスウェ ーデン製です。 これは、 JORMA DES I GNが日本の電源事情を考慮に入れ設計し、 且つPSE適合性検査に合格したオーディオ ・ グレー ドの
高品位ACワイヤーです。
尚、 採用されるJODELICAのACコネクターは多国籍の部品等を使用し、 国内の工場で最終仕上げを行なっています。 これらも、 PSE適合性検査に合格した製品です。

·いCLANDACU II 曇りのない銅のサウンドを味わう、ナチュラルな透明感を追求したロングセラー シリ ーズ。

■ AC LANDA(ACランダ） CUilの特徴 ・
バーンイン ・ タイム： 200時間 (A11 AC LANDA II Seri es) 

AC LANDA CU II は、ヨルマ ・ デザインのたゆまざる研究開発の成果を受け、 ヨルマ ・ デザインのお家芸である
「製造精度を設計精度に限りなく近づける技術」と「銅線の導体にフッ素樹脂絶縁皮膜を施す技術」をさらに高めることで、
従来モデルAC LANDAのさらなる音質向上を実現したオーディオグレードのACケーブルです。
製造精度の向上及びフッ素樹脂絶縁皮膜の高純度化という技術的改良は小規模ロット生産品において非常に困難な
ハードルですが、音質向上には欠かせないとの判断から臆することなく採用いたしました。
AC LANDAの設計思想を踏襲し、ACケーブルからACコネクターまで一 貫して銅を導体に使用しています。
また厳しいPSE適合性同等検査の基準を遵守しながら、ハイエンドのサウンド ・ クオリティーを追及することで膨大な
時間を要しましたが、同時により安全で耐久力があり、長期に渡り安心してご使用いただけるACケーブルとなりました。
輸入ACコードとしてはPSE適合性同等検査に合格した大変希少な商品となっています。

■ 音の印象 ・

Photo: AC LANDA CUI! 

貴方のシステムに"AC LANDA CU II"をインストールしたその瞬間から、一聴して音の粒立ちと開放感、そして生命感に驚かされることでしょう。
リアリティーが増し、ベールがさらに一枚剥がれたようにレゾリューションが上がり、そしてスピーカーから音離れした広くて奥深いサウンド ・ ステージが浮かび
上がります。
低音にいたっても様々な倍音と響きが入り交ざっており、単に低音がすごいといったありきたりの表現では伝えきれない興味を聴き手に持たせてくれるでしょう。
旧AC LANDAには少し欠けていたかも知れない熱い心情を ー 北欧の冷静でほんのり温かなサウンドの枠から抜け出しー AC LANDA CU IIはより多様性を
身につけて表現してくれます。

ライブ録音においても"AC LANDA CU II"は実力を発揮します。
オーディエンスの拍手からホールの響きや大きさと云ったサウンドステージがより明確になり、歌い手とオーケストラの位置の関係が明確に聴き取れ、
ステージとオーケストラピット、やがて自分のシートが現れ、さながらオペラハウスにいるような錯覚が生まれるでしょう。
名演奏を繊細に忠実に再現するのみならず、指揮者、演奏者と聴衆のうっとり聴き惚れる様子が目に浮かぶような臨場感までをも再現するACコードなのです。
"AC LANDA CU II"は音楽ソースをきわめて正確に伝送するシステムであればあるほどその真価を発揮します。
また複数本を同時に使用しても品質のばらつきが少ないため、よりシステムの長所を引き出してくれます。

■ AC LANDA CU IIをSGIIやRHIIにアップグレードできます。 ・

お手持ちのAC LANDA CU II からのアップグレードは可能です。もちろん、 AC LANDA SG II からRHII へのアップグレードも可能です。
詳しくはシ ーエスフィールド株式会社或いはお買い求めになった販売店にお問い合わせください。

■ 銅ブレー ドの錆対策 ・

銅は空気に触れることにより酸化しますが、 酸化対策として以下の対策を講じています。

〇三.�ベ如
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※ピン（アースピンを含む）の酸化防止対策として、 形成された刃や刃受けを酸性リンスにて表面をクリー ニングし、 付着しているオイル等を取り除きます。
そのあとで酸化防止剤に浸し、 抗酸化処置が完了します。

■ 音質と安全性の両面をクリア ・

A message from JORMA DESIGN 
日本市場において一番問題だった部分が、 AC LANDAシリーズの完成によってようやく解決されました。
このケ ー ブルは日本市場のために特別に設計したものですが、 単にPSEの適合性検査に合格するために力を注いでいたわけではありません。
ご存知のとおり、 最大の難点は日本が世界でもっとも低い100Vという電圧の システムをとっていることです。
それは同じ出力ならばもっとも多くの電流が流れるわけです。 アメリカ (120V) に比べて1.2倍、 ヨーロ ッパ (230V) に比べて2. 3倍の電流になります。
このことは、 ACコー ドとAC プラグの設計をより困難なものにし、 完成に至るまで数年かかりました。
しかし、 その結果、 日本のオーディオ環境の最大の弱点がこのJORMA AC LANDA シリーズによって克服されたのです。
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