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ブルメスター

088 プリアンプ
アンプ

リファレンスモデル 077 プリアンプ
プリアンプ等で培った同社
で培った同社の伝統的で優れた技術
伝統的で優れた技術
伝統的で優れた技術を継承し
サウンドや回路構成はそのままにコンパクトに仕上げた
サウンドや回路構成
はそのままにコンパクトに仕上げた極上の逸品です。
はそのままにコンパクトに仕上げた極上の逸品です。
マイスターによる手作業と独創的なアンプ回路テクノロジーは
永きにわたるブルメスターの歴史を作り上げてきた礎でもあります。
その思想はまさにドイツという国の文化そのもの。
はまさにドイツという国の文化そのもの。
質実剛健、堅牢で精密、知性を感じる佇まい…。
虚飾を廃した機能
虚飾を廃した機能主義的美学を追及した芸術感は
主義的美学を追及した芸術感は
ブルメスターのハイエンド・オーディオシステムが見事に表現しています。
ブルメスターのハイエンド・オーディオシステムが見事に表現しています。

“Art
Art For The Ear”を企業理念に掲げるブルメスターが造り出す
Ear”を企業理念に掲げるブルメスターが造り出す
芸術品ともいえる造形美の
芸術品ともいえる造形美のプリアンプは
アンプは
奏でられる音楽で魅了し極上の質感で
奏でられる音楽で魅了し極上の質感で魅了し
魅了し
豊かなミュージック・ライフをご提供いたします。
豊かなミュージック・ライフをご提供いたします

ブルメスター
ブルメスターが培ったアンプ
アンプ技術の結晶
技術の結晶
入力から出力までのすべてをフルバランス回路で、信号経路上には
入力から出力までのすべてをフルバランス回路で 信号経路上にはカップリング・コンデンサーを
カップリング・コンデンサーを
一切用いない「
用いない「ピュア DC カップリング」構成を実現。これにより位相シフトがなくスムースで正確
カップリング」構成
。これにより位相シフトがなくスムースで正確
な信号伝送が可能となります。
な信号伝送が可能となります。また左右チャンネルの内部回路はそれぞれ独立した「デュアルモノ
また左右チャンネルの内部回路はそれぞれ独立した「デュアルモノ
ラル構成」となっており相互干渉を極限まで抑えたチャンネルセパレーションを実現しています。
そして A クラス動作を実現したブルメスターが誇る“X-amp2
クラス動作を実現したブルメスターが誇る“ amp2”テクノロジー。表現力豊かなこの
”テクノロジー。表現力豊かなこの
“X-amp2”と各回路構成
と各回路構成により
により重厚さと繊細さを併せ持ち、録音
重厚さと繊細さを併せ持ち、録音
重厚さと繊細さを併せ持ち、録音された音楽の空気感を再現し、美
された音楽の空気感を再現し、美
麗な音楽を奏でます。
入力セレクターとボリュウムには 077 リファレンス・プリアンプ同様の大型ロータリーエンコーダ
リファレンス・プリアンプ同様の大型ロータリーエンコーダ
を採用。音量調整はラッチ式のエンコーダによる
音量調整はラッチ式のエンコーダによる抵抗ネットワーク方式
音量調整はラッチ式のエンコーダによる 抵抗ネットワーク方式で、
で、ソリッドステート・リ
ソリッドステート・リ
レーを使用し
を使用し 1dB ごとに抵抗器を組み合わせ、
抵抗器を組み合わせ、計
抵抗器を組み合わせ、 60 ステップを
ステップを高精度に制御
制御します。それによって
します。それによって
ノイズや小音量時のギャング・エラーの問題を解決しています。

豊富な入出力とオプション・モジュールの選択が可能

X-amp2
amp2

追加 DAC モジュール装着時
モジュール装着時

入力系統はバランス・ライン入力が 6 系統。(1
系統。 系統はサラウンド入力
系統はサラウンド入力)
出力はバランス・メイン出力が 1 系統とテープ/ヘッドフォン出力を
系統とテープ ヘッドフォン出力を
各 1 系統備えています。入力系統は上記
備えています。入力系統は上記 6 系統に加え、以下から
系統に加え、 以下から
1 系統の追加モジュール
モジュールが選択可能です
選択可能です。
・ライン入力（
・ライン入力（アンバランス
アンバランス RCA）
・MC または MM フォノ入力（バランス XLR）
）
入力感度、
入力感度、インピーダンス
インピーダンス、出力ゲイン
、出力ゲイン他各種設定
他各種設定可
・D/A コンバーター
コンバーター入力（S/P
S/P-DIF 同軸 RCA・USB）
RCA
PCM 信号を
信号を最大 96kHz または 192kHz へアップサンプリング可能
USB(Type
USB(Type-B)接続で PC からのデジタルソースの再生が可能

背面パネル

緻密な設定
緻密な設定メニュー
各入力に対して
各入力に対して以下の細かな設定が保存できるようになっており、ご自身の環境や入力
細かな設定が保存できるようになっており、ご自身の環境や入力
機器に応じた豊富なカスタムセッティングが可能です。
・バランス入力の位相反転・左右ボリュウムバランス・初期ボリュウム設定
・入力感度（--6db から+12db）
）
・入力ソースごとの名称
高剛性アルミ筐体を使用した高級感溢れる
高剛性アルミ筐体を使用した高級感溢れるシステムリモコン
システムリモコン
システムリモコンを付属。
全ての設定や各動作
全ての設定や各動作、他の同社製品
、他の同社製品を遠隔操作することが可能となっています。
を遠隔操作することが可能となっています。

ブルメスター独自のインシュレーターを装備
カーボン・金属・
カーボン・金属・軟質樹脂・
樹脂・硬質樹脂・フェルトの
フェルトの共振周波数の異なる素材を
共振周波数の異なる素材を 5 層構造に組み合わせた
ブルメスター独自のインシュレーターは、接地面から伝わる不要振動や筐体から発生する固有振動を吸
ブルメスター独自のインシュレーターは、接地面から伝わる不要振動や筐体から発生する
収・抑制するとともに優れた安定性を
収・抑制するとともに優れた安定性を確保しています
確保しています。

ハンドメイドで
ハンドメイドで造り上げられる芸術
造り上げられる芸術
スタンバイ ON/OFF スイッチをはじめ細かな設定にはフロントのトグルスイッチを使用。
スイッチをはじめ細かな設定にはフロントのトグルスイッチを使用。
容易な操作と質感にもこだわった極上な
容易な操作と質感にもこだわった極上なフィーリングを追及し
フィーリングを追及し
フィーリングを追及しています。ブルメスターの
アイデンティティとも言える
アイデンティティとも言えるラグジュアリー感漂う
ラグジュアリー感漂う美しい
美しい極厚クロム仕上げのフロント
ム仕上げのフロント
パネルは、ネジやボタンに至るまで丁寧に磨き上げ精密な鏡面加工が施されています。
ネジやボタンに至るまで丁寧に磨き上げ精密な鏡面加工が施されています。
本機は、ドイツ・ベルリンにおいて
ドイツ・ベルリンにおいて無駄のない製造工程のもと、
ドイツ・ベルリンにおいて無駄のない
もと、1 台 1 台がハンドメイド
台が
により組み立てられます。
により組み立てられます。組み上げ後
組み上げ後は入念な製品テストとバーンインの後、出荷されお
は入念な製品テストとバーンインの後、出荷されお
客様の元にお届けします
客様の元にお届けします。

088 Preamplifier
amplifier 製品仕様
製品
形式

ライン・プリアンプ

入力系統

バランス（
バランス（XLR）ライン
ライン×5 系統 ・ バランス
バランス（XLR）サラウンド
サラウンド×1 系統
*選択式入力オプション
選択式入力オプション フォノ（MC または MM）、D/A
D/A コンバーター(同軸
同軸 RCA&USB)、ライン
、ライン(RCA)いずれか
いずれか 1 系統

出力系統

バランス
バランス(XLR)ライン×
ライン×1 系統、バランス
系統、バランス(XLR)テープ×
テープ×1 系統、ヘッドフォン(6.3φ)×1
系統、ヘッドフォン
1 系統

S/N 比

107dB
dB 以上

入力インピーダンス

11ｋΩ
Ω(XLR)

出力インピーダンス

230Ω
Ω(XLR)

最大出力

23.7V

周波数特性

10Hz ～ 150,000Hz

消費電力
外形寸法/重量
重量

45W（動作時）
（動作時） ・ 2.7W
W（待機時）
W482mm
W482mm×H95mm×
×D345mm / 9kg
kg

※仕様および外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
仕様および外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
※この資料の記載内容は
資料の記載内容は 2017 年 9 月現在のものです。

Burmester 社製品 輸入販売元
輸入販売元

