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History of SME

1946年。Alastair Robertson-Aikman（アラステア・ロバートソン・エイクマン）は、英国ウエスト・サセックスの小都市であるステイニ
ングにおいて、設計図を元に精密なスケール・モデルを製作する模型製造会社The Scale Model Equipment Companyを設立しま
した。1950年代にはその精密な工作技術を武器にロールス・ロイスやホーカー、マーチン・ベーカーといった一流企業の部品製造
を受け持つようになります。あまり知られていませんが、現在でも航空宇宙産業や医療分野、モータースポーツの最高峰であるフォ
ーミュラ1といったオーディオ業界以外への高品質精密工学コンポーネントの製造はSME社の重要な事業のひとつです。

無類の音楽好きでありオーディオ愛好家でもあったエイクマンは、趣味でトーンアームの製作を開始します。彼が製作したプロトタ
イプに感動した多くの友人は、商業的に生産する事を薦めました。彼らの要望に応えるべくエイクマンは新たに工場を建設し、社名
もSME Limitedに変更。1959年に発売されたモデルこそが、後に世界で最も有名となったトーンアームMODEL 3012/3009です。

MODEL 3012/3009トーンアームは1960年初めには日本にも輸入が開始され、その精度の高さから大きな衝撃をもって迎えられまし
た。このSMEとしての処女作は、1962年に英国工業デザイン連盟のデザインセンター賞を受賞し、瞬く間に一流メーカーへの仲間
入りを果たします。エイクマンの独創的な発想と、熟練職人たちの手によって生み出された完成度の高いトーンアームは大変な人
気となり、SMEはトーンアームのトップブランドとして君臨。1991年にMODEL 30ターンテーブルを発売してからはさらに評価を高め、
今日では歴史に名を刻む名門アナログ・オーディオメーカーとしての地位を確立しています。職人たちによる高度なエンジニアリン
グと、小さな部品に至るまで丁寧に仕上げられた完成度の高さはSME方式 （the SME way）として良く知られており、現在のSMEに
もそのDNAはしっかりと受け継がれています。

1946：アラステア・R・エイクマンによって、The Scale Model Equipment Company設立。
1950：有名企業向けの精密航空機部品の製造を開始。
1959：社名をSME Limitedに変更し新工場を建設。週25ユニットという少量のMODEL 3012/3009トーンアームの生産を開始。
1960：航空機用計器及び事務機、原子力、潜水艦産業向けの精密部品生産を開始。
1990：SMEの専門知識と技術力が評価され、ロールス・ロイス、ブリティッシュ・オキシジェン、パーカーペン、フォードモーター、
            ウィリ アムズ・モータースポーツ、フィリップス・メディカルなど、世界の一流企業と新しい共同プログラムを開始。
1992：BS EN ISO 9001/2008品質マネジメントシステム認証を取得。
2000：新設備によってCNC機械加工、加圧ダイキャスト、放射成型・金属仕上げ・アノダイズ処理などの生産精度が大幅に向上。
2010：航空宇宙産業、フォーミュラ１、医療分野向けに新世代精密工学プログラムを開始。
2016：創業70年を迎え、さらなる飛躍のために”Cadence Audio Group of Companies(ケイデンス・オーディオ社)”の傘下へ。
2018：ステイニングの生産工場に最先端設備を導入する大規模なプログラムを開始。また、親会社であるケイデンス・オーディオ
            社が英国のGarrard社を買収。SMEの元でリバイバルされた301ターンテーブルや新製品の開発をスタート。
2019：トーンアームの単品発売および、OEM供給の終了を発表。アーム搭載アナログ・プレーヤーのみのラインナップとなる。

Production Quality

高い生産精度を維持するために、全ての製造工程がウエスト・サセックスにある自社工場で
行われています。CNC（コンピュータ制御）技術を駆使して実現される精密機械加工、加圧ダ
イキャスト行程、金型を用いた射出成形、金属仕上げ、電気メッキ処理、高品質なアノダイズ
処理といったプロセスの全てが最先端の設備を用いて、徹底管理のもと行われています。
最適化された設計と最先端のテクノロジーは大切ですが、それだけでは素晴らしい製品を
世界中に届ける事はできません。生産チームの優れた技術と献身によってプロトタイプと
変わらない優れた量産製品をユーザーにお届けできるのです。

現在の最高責任者であるStuart McNeilis(スチュアート・マクネイリス)は言います「MODEL12A
をはじめとするSME製品をご覧いただくと造りの良さ、洗練されたデザインに驚く事でしょう。
それは多くの部品を製品の価格レンジに関わらず共通としているからであり、これはアナログ
メーカーとして最大規模を誇るSME社の強みです。価格別における生産クオリティの差別化
はありません。すべてのモデルにおいて、自然でダイナミックなサウンドを提供し、アーティス
トの感情さえも忠実に再現するには、これは非常に大切な要素なのです。」



2020年に発表された新しいターンテーブルMODEL12Aは、1999年の発売以来マイナーチェンジを繰り返し、
ロングセラーを誇ってきたMODEL10の後継機です。しかし洗練された外観は2018年に発売されたSYNERGY
のそれに近く、開発された新技術も多数踏襲されています。それによりパフォーマンスもMODEL10の延長線
と言うよりSYNERGYに近いと断言でき、最新設備による生産精度の向上と蓄積された多くの経験、そして新た
なテクノロジーが全方位でのクオリティアップという形で昇華しています。

付属するトーンアームは特別な配線を行った銘機309。すべてのSMEターンテーブルと同様にMODEL12Aは、
最高の素材を使用し、熟練職人の手作業による技巧の恩恵を受けた高性能設計です。搭載されたコンポーネ
ントパーツは恐ろしく精密に作られており、比類なき再生能力に貢献しています。

サウンドはSMEに対するイメージそのもの。それはSteyning(ステイニング)のハウスサウンドとも言えるもの
です。「クリーン」で「ニュートラル」で「均整のとれた」音と表現で、弱点を見つける事が非常に難しいプレゼン
テーションと言えるでしょう。卓越したステレオイメージはMODEL12A最大の特長で、定位感の素晴らしさに
驚かれると思います。もちろんSMEターンテーブルらしい”肉付きの良さ”も併せ持っており、加えて低音域にお
ける微妙なトーンの違いをも表現可能です。

優れた安定性を実現するこのコンパクト機がレコードからどれほど巧みに情報を”解凍”するのか。ぜひご自身
の耳でお確かめください。SMEは新しいMODEL12Aに絶対の自信を持っています。

A Stunning Performance.

▌メインプラッター / クランパー
メインプラッターは、4.7Kg/29mm厚の重量級アルミニウム合金製。静電気を抑えるダイヤモンドターニング加工が施され
ています。特殊樹脂Isodampのコーティングがレコード盤と接触することで、高い制振効果を発揮。高音質化最大の要因とも
言えるメインスピンドルは19mm高クローム鋼の削り出しで、軸受けは高硬度を誇るタングステン・カーバイド製ベアリング
を備えた高クローム鋼密閉ハウジングを採用し、MODEL10に比べ機械的な整合性が大幅に向上しました。リフレクス(反作
用)の原理を巧みに取り入れたクランパーは、レコードの反りが大きな場合でも最大の接触を可能としています。

▌ベース部 / サブシャーシ部
ベース部とサブシャーシ部は航空宇宙産業グレードの堅牢な鋳造アルミニウム製。重量は25Kgを超えており、前モデル
MODEL10の16Kgから大幅な増加となっています。アウトリガーとトーンアームを組み合わせたサブシャーシ部は、ボルト
接合２ピース構造から、CNC加工されたワンピース構造にアップデート。SME独自の"trilateral"構造となっており、3本のサ
スペンションコラムにモールデッド・ポリマーを充填。制振効果を高めたアイソレーションシステムです。セッティング時の
デリケートな調整を不要とし、高いアイソレート効果を永く維持します。SYNERGY用に開発された調整可能な脚部は、航空
宇宙産業グレードの特殊シリコンを採用しており、外部からの振動を完全に遮断することに成功しました。

▌モーター
駆動モーターには、8極ネオジウムマグネットを備えた高精度3相6パルス・ブラシレス・アウトランナー・インダクタンスモー
ターを搭載。強力な回転トルクと静かで滑らかな超低振動性を誇ります。さらに高い電流供給能力を備えた大容量電源部
を組み合わせることによって、高忠実度な再生に不可欠な極めて正確で安定した回転性能を獲得しています。このモーター
の素晴らしさは、静かさに特長をもっているにも関わらず、スタートからわずか４秒程度でプラッターの回転が安定（スピン
アップ）する事にあり、使い勝手の良さは折り紙付きです。

▌電源部 / 電子制御ユニット
電源部は高品質アルミニウム製の別筐体に収納し、本体から分離した独立型とすることでカートリッジやトーンアームヘの
ノイズ混入を防止し、SNの向上に貢献しています。カーブを描いた新しいデザインは本体と美しく調和。MOS-FETベースの
PSUスピードコントローラーは、マイクロプロセッサーによるクローズドループサーボシステムを採用。33 1/3、45、78rpmの
再生に対応しており、±0.01%の微調整が可能です。イギリスの権威あるHiFi NEWS誌のテストでは、絶対速度でわずか0.05%
の誤差しかなく、ピークフラッターは0.030%と驚異的数字を叩き出し非常に高い評価を獲得しました。

SPECIFICATION
●型番：MODEL12A 
●形式：ベルトドライブ　
●電源部：AC 100V,50/60Hz　
●対応回転数：33 1/3、45、78rpm
●モーター：3ポジションセンサー付き8極ネオジウムマグネット
                       3相6パルス・ブラシレス・アウトランナー・モーター
●本体部サイズ：W370×D350×H170mm
●電源部サイズ：W170×D305×H68mm
●重量：25.9Kg(トーンアーム、電源部含む)
●付属アーム：MODEL 309 Mono-Crystal 
                           Silver Version
●付属品：Crystal Cable製フォノケーブル

※写真のカートリッジは付属していません。

▌309 トーンアーム
MODEL12Aに搭載される309の内部配線は、完璧な
マッチングを目指し試聴テストを繰り返した結果、通
常のVan den Hul製からCrystal Cable製Mono-Crystal 
Silverケーブルに変更されました。テーパード・パイプ
アーム、ベアリングヨーク、カウンターウエイトレール
など全てはワンピースデザインのマグネシウム合金ダ
イキャスト製。ハンドリング時のシルクのように滑らか
な感触が、再生する前からサウンドの素晴らしさを確
信させてくれます。
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Precision Analog Turntable System
(MODEL 309搭載)



SPECIFICATION
●型番：MODEL30 MK2A ●形式：ベルトドライブ ●電源部：AC 100V,50/60Hz ●対応回転数：33 1/3、45、78rpm ●モーター
：3ポジションセンサー付き8極ネオジウムマグネット/3相6パルス・ブラシレス・アウトランナー・モーター ●本体部サイズ：W
450×D350×H244mm ●電源部サイズ：W127×D272×H84mm ●重量：42.8Kg(トーンアーム、電源部含む) ●付属アーム：
SERIES V ●付属品：SME製フォノケーブル

SPECIFICATION
●型番：MODEL20 MK3A ●形式：ベルトドライブ ●電源部：AC 100V,50/60Hz ●対応回転数：33 1/3、45、78rpm ●モーター：
3ポジションセンサー付き8極ネオジウムマグネット/3相6パルス・ブラシレス・アウトランナー・モーター ●本体部サイズ：
W440×D350×H197mm ●電源部サイズ：W127×D272×H84mm ●重量：31.8Kg(トーンアーム、電源部含む) ●付属アー
ム：SERIES V ●付属品：SME製フォノケーブル

▌プラッター / クランパー
アウターとインナー側に分離した二重構造プラッターを採用。アウタープラッターは重量級アルミ合金製（直径330mm / 7.5Kg)
で、制振効果を持つ特殊樹脂"Isodamp"をコーティング。レコードとの接触面に音溝同様のグルーヴ加工を施し、静電気を抑
えながらレコードとプラッターとの一体化を果たします。センタースピンドル軸受け部は高粘度の特殊シリコンオイルを充
填したオイルダンプ機構を採用し、振動を確実に吸収します。リフレクス(反作用)の原理を巧みに取り入れたクランパーは、レ
コードの反りが大きな場合でも最大の接触を可能としています。

▌ベース部 / サブシャーシ部
ベース部とサブシャーシ部による２段構成を採用。回転部やアーム支持部を確実に支える4本支柱構造となっており、各支柱
に装着した12本、合計48本の特殊ゴム製Oリングによるサスペンション・バンドが、重量級サブシャーシと回転部をフローテ
ィング状態のまま保持し、あらゆる振動を排除します。サスペンション内部には高粘度の特殊シリコンオイルを充填したオイ
ルダンプ機構を内蔵。外来振動だけでなくサブシャーシ自体の振動も完全に抑制し、システム全体に与える振動の影響を実
質ゼロとしています。

▌モーター
駆動モーターには、8極ネオジウムマグネットを備えた高精度3相6パルス・ブラシレス・アウトランナー・インダクタンスモー
ターを搭載。強力な回転トルクと静かで滑らかな超低振動性を誇ります。さらに高い電流供給能力を備えた大容量電源部を
組み合わせることによって、高忠実度な再生に不可欠な極めて正確で安定した回転性能を獲得しています。

▌電源部 / 電子制御ユニット
電源部は別筐体に収納し本体から分離した独立型とすることで、カートリッジやトーンアームへのノイズ混入を防止し、SNの
向上に貢献しています。４層表面実装基板を採用し、10MHzのリファレンス・クロック(水晶発振器)が作り出す40MHzの内部
クロックにより、正確無比なマイクロプロセッサー・コントロールを実現。さらにCMOSバッファーと６個のコンプリメンタリー・
ハイパワーMOS-FETによるアウトプット・ステージを備えた強力なモータードライブ/コントロールアンプ回路を搭載。また、
33 1/3、45、78rpmが選べる３スピード対応コントローラー部はボタン操作による回転微調整機能を備えています。

SERIES V搭載の無共振を実現した究極のターンテーブルです。30年以上の技術的蓄積と、天才エンジニアであ
るエイクマン、不滅の情熱が実現させた奇跡的な完成度。トーンアームの最高峰SERIES Vの実力を余さず引き
出す事を追求し開発されました。SME社独自の「ゼロQ理論」に基づくMODEL30のみに採用された特殊シリコ
ンオイルを用いた画期的なサスペンションシステムによって、音楽再生に関わるすべての周波数帯域から本体
の共振点を追放。さらに、レコード盤の共振をも排除することで、一瞬の乱れも、一瞬の音の欠落も存在しない、
まさに完璧といえるサウンドを実現しました。この恩恵は存在が消える”無”として現れます。アーティストのみが
存在する事を許された純粋な音の世界です。

Only Sound is Allowed to Exist.

「ゼロQ理論」による無共振の設計思想をMODEL30から継承。総重量は前モデルMK2から70%も増加しており、
完全な新モデルを名乗っても遜色ないアップグレードを果たしています。全体を支えるメインベース、回転部と
アームを保持するサブシャーシ共に、厚みを増した超重量級仕様。強化されたサスペンションと大容量ダンパ
ーにより設置面からの完全な隔絶に成功しています。プラッターの大幅改良により回転モーメントが増加した
ターンテーブルと、コンピュータ制御による強化サーボモーターの採用、さらに強力な電源の組み合わせにより
回転の更なる安定化を実現。搭載されたSERIES Vの能力も相まってSMEプレシジョン・ターンテーブルの主力モ
デルとして万全の仕上がりです。

SME's Main Precision Turntable

▌プラッター / クランパー
アウターとインナー側に分離した二重構造プラッターを採用。アウタープラッターは重量級アルミ合金製（直径325mm / 6.5Kg)
で、制振効果を持つ特殊樹脂"Isodamp"をコーティング。レコードとの接触面に音溝同様のグルーヴ加工を施し、静電気を抑
えながらレコードとプラッターとの一体化を果たします。センタースピンドル軸受け部は高粘度の特殊シリコンオイルを充
填したオイルダンプ機構を採用し、振動を確実に吸収します。リフレクス(反作用)の原理を巧みに取り入れたクランパーは、
レコードの反りが大きな場合でも最大の接触を可能としています。

▌ベース部 / サブシャーシ部
ベース部とサブシャーシ部による２段構成を採用。回転部やアーム支持部を確実に支える4本支柱構造となっており、各支柱
に装着した10本、合計40本の特殊ゴム製Oリングによるサスペンション・バンドが、重量級サブシャーシと回転部をフローテ
ィング状態のまま保持し、あらゆる振動からの影響を排除します。

▌モーター
駆動モーターには、8極ネオジウムマグネットを備えた高精度3相6パルス・ブラシレス・アウトランナー・インダクタンスモー
ターを搭載。強力な回転トルクと静かで滑らかな超低振動性を誇ります。さらに高い電流供給能力を備えた大容量電源部を
組み合わせることによって、高忠実度な再生に不可欠な極めて正確で安定した回転性能を獲得しています。

▌電源部 / 電子制御ユニット
電源部は別筐体に収納し本体から分離した独立型とすることで、カートリッジやトーンアームへのノイズ混入を防止し、SNの
向上に貢献しています。４層表面実装基板を採用し、10MHzのリファレンス・クロック(水晶発振器)が作り出す40MHzの内部
クロックにより、正確無比なマイクロプロセッサー・コントロールを実現。さらにCMOSバッファーと６個のコンプリメンタリー・
ハイパワーMOS-FETによるアウトプット・ステージを備えた強力なモータードライブ/コントロールアンプ回路を搭載。また、33
｠1/3、45、78rpmが選べる３スピード対応コントローラー部はボタン操作による回転微調整機能を備えています。
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Precision Analog Turntable System
(SERIES V 搭載)



SPECIFICATION
●型番：MODEL15A ●形式：ベルトドライブ ●電源部：AC 100V,50/60Hz ●対応回転数：33 1/3、45、78rpm ●モーター：3ポ
ジションセンサー付き8極ネオジウムマグネット/3相6パルス・ブラシレス・アウトランナー・モーター ●本体部サイズ：W428
×D378×H192mm ●電源部サイズ：W110×D256×H66mm ●重量：19.2Kg(トーンアーム、電源部含む) ●付属アーム：
MODEL 309 ●付属品：SME製フォノケーブル

SPECIFICATION
●型番：SYNERGY ●形式：ベルトドライブ ●電源部：AC 100V,50/60Hz ●対応回転数：33 1/3、45、78rpm ●モーター：3ポジ
ションセンサー付き8極ネオジウムマグネット/3相6パルス・ブラシレス・アウトランナー・モーター ●本体部サイズ：W370×D
350×H178mm ●電源部サイズ：W170×D305×H68mm / W105×D142×H55mm(フォノアンプ用) ●重量：25.0Kg(トーン
アーム、電源部含む) ●付属アーム：SERIES IV Mono-Crystal Silver Version ●付属品：Ortofon MC Windfeld Ti / Crystal Cable
製フォノケーブル ●その他：NAGRA製フォノアンプ内蔵 

▌プラッター / クランパー
プラッターは直径304mm重さ4.6Kgの重量級アルミニウム合金製で、制振効果を持つ特殊樹脂"Isodamp"をコーティング。
表面に超精密仕上げのダイヤモンドターニング加工を施し、リフレクス(反作用)の原理を用いた堅牢なクランパーを採用す
ることで、プラッターへのレコード盤面の密着度向上が実現しました。スピンドル部にはセンター・フルイドダンパーを内蔵
し、サブシャーシ自体が発生させる微小振動を抑制。カートリッジの繊細なピックアップ動作を妨げることはありません。

▌ベース部 / サブシャーシ部
ターンテーブルおよびトーンアームベースを装備するサブシャーシを3基のサスペンションタワーから特殊ゴム製Oリング
(各支柱に10本、合計30本)を介して吊り下げることで、様々な外来振動を徹底的に吸収し遮断。あらゆる不要振動の影響から
開放されたアナログ再生を可能としています。

▌モーター
駆動モーターには、8極ネオジウムマグネットを備えた高精度3相6パルス・ブラシレス・アウトランナー・インダクタンスモー
ターを搭載。強力な回転トルクと静かで滑らかな超低振動性を誇ります。さらに高い電流供給能力を備えた大容量電源部を
組み合わせることによって、高忠実度な再生に不可欠な極めて正確で安定した回転性能を獲得しています。

▌電源部 / 電子制御ユニット
電源部は別筐体に収納し本体から分離した独立型とすることで、カートリッジやトーンアームへのノイズ混入を防止し、SNの
向上に貢献しています。４層表面実装基板を採用し、10MHzのリファレンス・クロック(水晶発振器)が作り出す40MHzの内部
クロックにより、正確無比なマイクロプロセッサー・コントロールを実現。さらにCMOSバッファーと６個のコンプリメンタリー・
ハイパワーMOS-FETによるアウトプット・ステージを備えた強力なモータードライブ/コントロールアンプ回路を搭載。また、
33｠1/3、45、78rpmが選べる３スピード対応コントローラー部はボタン操作による回転数調整機能を備えています。

SME社ならではの「ゼロQ理論」を３基のサスペンションタワーによって実現しながらも、コンパクトな設計に
まとめたプレシジョン・ターンテーブル・システムMODEL15Aは、スピーカーなどの外的な振動からの影響は
もちろん、シャーシ自体の振動をも徹底的に抑制し、極めて正確で安定したアナログ再生を可能としています。
搭載されたトーンアームはSMEが誇るロングセラーMODEL309。SNが高く正確無比と思えるサウンドを有しな
がらも、盤面からアーティストの情熱さえも拾い上げていると感じさせる骨太なサウンドは、まさにSMEの真骨
頂。「もうこれ以上のプレーヤーは必要ない」 お客様はそう感じるに違いありません。

Compact Precision with Impact

▌SERIES IV トーンアーム
搭載されるSERIES IVは、内部配線をはじめフォノアンプやカート
リッジとの接続配線までCrystal Cable製Mono-Crystal Silverケ
ーブルに変更した特別バージョンです。テーパード・パイプアー
ム、ベアリングヨーク、カウンターウエイトレールなどの全てがワ
ンピースデザインのマグネシウム合金ダイキャスト製。ベアリン
グは摩擦がなく、検出可能な遊びは皆無。12gという非常に軽い
有効質量がMC Windfeld Tiの力を遺憾なく発揮させるのです。

▌メインプラッター / クランパー
メインプラッターは、4.7Kg/29mm厚の重量級アルミニウム合金製。静電気を抑えるダイヤモンドターニング加工が施されて
います。特殊樹脂Isodampのコーティングがレコード盤と接触することで、高い制振効果を発揮。高音質化最大の要因とも言
えるメインスピンドルは19mm高クローム鋼の削り出し。リフレクス(反作用)の原理を巧みに取り入れたクランパーは、レコ
ードの反りが大きな場合でも最大の接触を可能としています。

▌ベース部 / サブシャーシ部
ベース部とサブシャーシ部は航空宇宙産業グレードの堅牢な鋳造アルミニウム製。サスペンションの代わりとして、航空宇宙
産業の専門家が開発したアイソレーションシステムには、モールデッド・ポリマーが充填されており、セッティング時のデリケ
ートな調整を不要とし、高いアイソレート効果を永く維持します。新規に開発された調整可能な脚部は、航空宇宙産業グレー
ドの特殊シリコンを採用しており、外部からの振動を完全に遮断することに成功しました。

エイクマンの意志を継いだマクネイリスは、MODEL30で実現した究極のパフォーマンスを、コンパクトかつ圧倒
的な使いやすさの中で継承する事こそ、これからの時代に必要であると考えました。エイクマンが亡くなって12年
の歳月が過ぎて発表されたSYNERGY(シナジー)は、新世代SMEの処女作としての大きな期待と、一抹の不安の中
で世に送り出されました。しかし、その不安は杞憂に終わります。精密かつ重厚な造りはそのままに、新しいアイ
ソレーションシステムを美しいデザインで纏ったSYNERGYは、付属カートリッジと内蔵されたフォノアンプとの
完全調和によって圧倒的なサウンドを披露し、世界中で賞賛をもって迎えられたのです。調整はステイニング
にて完璧に行われており、ユーザーはこの世界最高峰のアナログサウンドを複雑なセッティングを行うことなく
手にすることが可能です。これこそマクネイリスが思い描いたネクスト・ハイエンド。1946年から続くエイクマン
のアナログへの飽くなき探求心は確実に新世代SMEに受け継がれています。

New Generation Full System

▌Ortofon製付属カートリッジ / NAGRA製内蔵フォノアンプ 
SMEがSYNERGYとのベストマッチとして選んだのは、Ortofon製MC Windfeld Ti。出力イン
ピーダンス7Ω、出力電圧0.2mVであるこの高性能カートリッジの能力を最大限発揮する
ために、内蔵フォノアンプの設計をかのNAGRA社に依頼しました。NAGRAはフォノアンプ
”BPS”の回路をベースにさらに進化させた専用フォノアンプを設計。カスタムのステップア
ップトランスとアクティブRIAAステージはほぼ受け継がれており、電源はターンテーブル用
電源とは別筐体で供給する徹底ぶりです。内部配線のCrystal Cable社Mono-Crystal Silver
ケーブルの威力も加わり、フォノ回路をターンテーブルに内蔵するメリットのみが感じられ
る素晴らしい仕上がりとなりました。もちろん将来カートリッジを変更したい場合は、フォノ
ステージのレジスター値は調整可能です。

▌モーター / 電源部 / 電子制御ユニット
モーターには、8極ネオジウムマグネットを備えた高精度ブラ
シレス・モーターを搭載。電源部は高品質アルミニウム製の別
筐体に収納し、本体から分離したこと
で、カートリッジやトーンアームヘの
ノイズ混入を防止し、SNの向上に貢献
しています。カーブを描いた新しいデ
ザインは本体と美しく調和。
MOS-FETベースのPSUスピー
ドコントローラは、マイクロプ
ロセッサーによるクローズド
ループサーボシステムを採用。
33 1/3、45、78rpmの再生に
対応しており、±0.01%の微
調整が可能です。
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Precision Analog Turntable System
(MODEL 309 搭載)
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Integrated Turntable Full System
(SERIES IV/Ortofon MC Windfeld Ti 搭載)
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Important Information
SME社では、高い評価を得てきたトーンアームを多くの方に楽しんでいただけるよう、1991年のターンテーブル発売以降もトーン
アームの単品発売を行って参りました。世界中に素晴らしいターンテーブル製品が多く存在します。しかし、SME社は1991年の
MODEL30ターンテーブル発売以来、大規模な設備投資を行いながらも、創業当時からの職人たちによる高度なエンジニアリング
と、小さな部品一つ一つに至るまで丁寧に仕上げるという理念のもと、全ターンテーブル製品のブラッシュアップと生産精度の向
上に努めてきました。

そして2019年。SME製トーンアームの真価を発揮し、最高のアナログ・クオリティをユーザーに楽しんでいただけるターンテーブル
のラインナップが完成したという結論に至りました。それほどSME社は現在のターンテーブルのサウンドに自信を持っているので
す。このような理由からSME社では、SERIES VやMODEL309といったトーンアームの単品発売を終了すると共に、ターンテーブルメー
カーへのOEM供給も終了するという道を選ぶこととなりました。アナログファンとしては寂しい一面もありますが、株式会社リジェ
ールでは、SME社の考えを尊重しトーンアームを搭載したアナログプレーヤーのラインナップを発売して参ります。

▌SERIES V  (MODEL30 MK2A & MODEL20 MK3A 付属)
世界初のマグネシウムを採用した完全一体型アームである
SERIES V。パイプアームとヘッドシェル、カウンター取付部ま
で一体化した設計は、接合部を減らす事での音質的なメリ
ットだけでなく、美しい外観にも寄与しています。SME独自の
フルイドダンパーをアレンジしたオイルダンプ方式、密閉式
垂直ベアリングの採用、針先と垂直回転軸の中心を一直線
上に配置する画期的な発想、タングステン製カウンターウエ
イトなど、独創的なアイデアはオリジナルの発売から四半世
紀以上経過した現在でも他の追従を許しません。もちろん
近年、工場設備の刷新によってさらに精密な生産が可能とな
ったことも見逃せないポイントです。超軽量と高剛性を両立
し、正確なトレース能力を発揮する、エイクマンの飽くなき探
求心とSME社の精密加工技術が生み出した唯一無二の完成
度を誇るダイナミックバランス型の名機です。MODEL30 
MK2AとMODEL20 MK3Aに搭載されています。

●形式：ダイナミックバランス型
●パイプアーム素材：マグネシウム
●シェル素材/形式：マグネシウム / アーム一体型
●使用可能カートリッジ自重：4.2 - 18g ●針圧調整範囲：0 - 3.0g
●実行長：233.15mm ●カートリッジ取付穴間隔：12.70mm

▌SERIES IV  (SYNERGY 付属)
1986年に登場したオリジナルSERIES Vのわずか１年後の1987
年にSERIES IVは誕生しました。コストカットモデルとして登場
したトーンアームですが、マグネシウムを採用した一体化設
計はそのまま踏襲しており、その違いはスタティックバラン
スに変更された事のみでした。いかなる時も均一で正確な
針圧をかけられるダイナミックバランスは素晴らしい方式で
すが、周知の通りスタティックバランスのサウンドを好むユ
ーザーが多いのも事実です。SME社の素晴らしい精密加工
技術とマグネシウム一体成形の威力はSERIES IVでも遺憾な
く発揮されています。

オリジナルは写真のようにシルバーフィニッシュですが、現
在SYNERGYに搭載されているバージョンは本体に合わせた
カラーリングが施され、さらに内部配線をCrystal Cable社の
Mono-Crystal Silverケーブルに変更しています。

●形式：スタティックバランス型 
●パイプアーム素材：マグネシウム
●シェル素材/形式：マグネシウム / アーム一体型
●使用可能カートリッジ自重：5.0 - 16g ●針圧調整範囲：0 - 3.0g
●実行長：233.15mm ●カートリッジ取付穴間隔：12.70mm

▌MODEL 309  (MODEL15A & MODEL12A 付属)
309。様々なメーカーにOEM供給されてきたロングセラーモ
デルです。その理由はヘッドシェルを交換できるメリットだけ
ではありません。SERIES Vから継承されたパイプアームや密閉
式垂直ベアリングの採用、針先と垂直回転軸の中心を一直線
上に配置する画期的なアイデアがもたらす、正確無比なトレ
ース能力こそが多くのメーカーに選ばれた理由なのです。
2019年にSME社が発表したトーンアームのOEMと単品発売
の終了は世界に大きなショックを与えました。SME社としても
苦渋の決断だったに違いありません。しかしMODEL15Aと
MODEL12Aに搭載された漆黒のMODEL309が奏でるサウン
ドを体験した時、その決断に賛成はできなくても納得してい
ただけるはずです。MODEL309における過去最高のパフォー
マンス。SMEは世界最高峰のトーンアームメーカーから世界
最高峰のターンテーブルメーカーとなったのです。

●形式：スタティックバランス型 ●パイプアーム素材：マグネシウム
●シェル素材/形式：マグネシウム / デタッチャブル
●使用可能カートリッジ自重：6.0 - 17g ●針圧調整範囲：0 - 2.5g
●実行長：233.32mm ●カートリッジ取付穴間隔：12.70mm

- SME 製トーンアーム単品発売終了のお知らせ -


