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audiolab 社は 1983 年にフィリップ・スウィフトとデレク・スコッ
トランドによって設立されました。2 人は同様の技術背景を持ち、
まともなオーディオ機器は費用が掛かりすぎることに対して不満を
持っていました。

CD player

-

当時のオーディオ機器は扱いにくく、アンプとスピーカーの相性
も非常にシビアでした。この問題を解決するために開発されたのが、
プリメインアンプ 8000A です。色付けのないサウンドと制動力の高
さを持つ 8000A は、多くのオーディオファンを魅了し、多くのスピー
カーのポテンシャルを最大限に発揮させました。

integrated amplifier

-

その後 audiolab 社は、8000C や 8000P、8000M の開発を経て、
2000 年代に入り、CD プレーヤーやプリメインアンプを含むコンポー
ネント製品 8200 シリーズを発表しました。シリーズ中 8200CD は良
質な DA コンバーター機能がついた CD プレーヤーとして、ネットワー
クなどを活用する次世代のオーディオ層に賞賛されました。

monoral power amplifier

-

続いて audiolab 社は 2011 年にデジタル世代の音楽愛好家をター
ゲットにした LAB シリーズを発表しました。特に PCM や DSD フォー
マットに対応した D/A コンバーター M-DAC は多くのオーディオ評論
家から絶賛され、世界中のハイファイ雑誌で多くの賞を受賞してい
ます。

そして、2015 年に伝統のデュアル電源方式を採用したプリメインア
ンプ 8300A と DA コンバーター付き CD プレーヤー 8300CD が発表され
ました。

8300A は 21 世紀の 8000A というコンセプトで開発がすすめられ、
audiolab の集大成的一品としてリリースされたものです。その色付
けのないサウンドと駆動力の高さ、そして精巧な美しさにオーディ
オファンは目を見張るでしょう。

8300CD は CD プレーヤーとしてはもちろん D/A コンバーターとし
ても優れていて、USB 経由で PCM は 384kHz 、DSD は 11.2mHz まで対
応が可能です。
バランス接続できる 8300A とのこのコンビネーションは群を抜いた
性能を誇り、オーディオファンはもちろん、情報を素のままに聴き
たい音楽愛好家までも魅了することでしょう。

また新たに 8300XP( ステレオパワーアンプ ),8300MB( モノラルパ
ワーアンプ ) を開発しました。8300CD、8300A をさらに拡張するこ
とを目的として設計されており、より深い音楽体験へとあなたを誘
います。

stereo power amplifier

-



CD player

CD プレーヤー



integrated amplifier

プリメインアンプ

XLR( バランス 1),RCA( アンバランス 6)
パワーアンプ入力
スピーカーターミナル
プリアンプ出力

ブラック

ブラック



monoral power amplifier

モノラルパワーアンプ



stereo power amplifier

ステレオパワーアンプ

8300XP は、8300CD、8300A の性能を最大限に引き出すために開発されたステ
8300MB は、非常に高いダンピング性能を特徴とした、出力 250W/8Ωを

レオパワーアンプになります。本機は最大 480W の出力電圧を誇り、且つダ

誇るモノラルパワーアンプです。

ンピングファクターが高く、歪みが非常に少ないので力感溢れたクリアな増

電源部を含めた回路が全てアナログディバイスで構成されており、低

幅が可能です。

歪で高精細な増幅を実現しています。

8300XP は内部回路部品を細かく形成するために、超純粋な OCC(Ohno

特に電源部トランスには拘っており、大型で非常に高品質なトロイダ

Continuousu Cast) 銅の最上位の部品のみを電源および信号配線に採用して

ルタイプを使用しています。

います。その結果、歪みが最小限に収められ音質が最大限に向上します。

電源部がパワーアンプの生命線であることを熟知した上での高いレベ

入力は XLR と RCA に対応。出力端子はバイワイヤリングに対応。また 12V ト

ルでの設計です。

リガー入力を追加することにより、他の audiolab 製品との互換性に優れて

増幅回路も 2 つの基盤をブリッジ接続しており、電源部から効率良く

います。

且つ美しい必要電流を確保し、ノイズと歪みの除去を実現しています。

8300XP はステレオパワーアンプですが、モノラルパワーアンプとしても使

ダンピングファクター 200 を誇り、ハイエンドモデルの大型スピーカー

用することができます。

もストレスなく再生が可能です。

ブリッジモード動作中は、1 チャンネルあたり 480W/8Ωの増幅が可能です。

もちろんミドルからスモールレンジのスピーカーを美しく且つパワフ

ステレオモード動作中は、片チャンネルあたり 140W/8Ωの増幅が可能です。

ルに再生することも可能です。

定格出力

250W RMS(8Ω)

定格出力

350W RMS(4Ω)

140W RMS(8Ω<1% THD,1kHzステレオ)
230W RMS(4Ω<1% THD,1kHzステレオ)

最大出力

450W RMS(4Ω)

入力端子

XLR(バランス)

入力端子

XLR(バランス),RCA（アンバランス)

RCA(アンバランス)

出力端子

スピーカーターミナル

出力端子

スピーカーターミナル

ゲイン

29dB

入力感度

1500mV

入力インピーダンス

44kΩ(バランス)

入力感度

22kΩ(アンバランス)

入力インピーダンス

周波数特性

20Hz〜20kHz

全高調波歪み(THD)

0.003%

480W RMS(8Ω<1% THD,1kHzブリッジ)

バイワイヤリング可
ゲイン

29dB @ 1kHz(ステレオ)
36dB @ 1kHz(ブリッジ)
1100mV
15kΩ(バランス)
10kΩ(アンバランス)

周波数特性

20Hz-80kHz -3dB

IMひずみ率

0.03%

過渡相互変調歪み率(TID)

0.03%

全高調波歪み(THD)

20Hz-30kHz ±1dB
0.04%(20%,ref 1kHz)

S/N比

110dB

IMひずみ率

0.04%(20%,ref 7kHz +60Hz)

ダンピングファクター

200

過渡相互変調歪み率(TID)

113dB

寸法(WxHxD)
重量

216 x 150 x 370mm

S/N比

140W/113dB

9.5 kg

ダンピングファクター

160

色

シルバー/ブラック

電源

100V (50/60Hz)

寸法(WxHxD)

444 x 149 x 367mm

重量

16kg

色

シルバー/ブラック

