
プレスリリース

M = Music、Movie、More !

LINN がスタートする新しいコンセプト。

 生活を変えるほどの素晴らしい音で音楽を聴きたい。

 え！？ これひとつじゃ音でないんですか？

 ふだん使い慣れた iTunes/iPhone がそのまま使えたらいいな。

 ブルーレイレコーダーや、Apple TV、プレステなど繋いだら音が出るの?

 いいものしか使いたくない！

 スッキリ置きたいんですよねぇ～。

 きれいなファニチャーに置きたいから、コンパクトでかっこいいものが欲しい。

今まで、様々な場所で耳にしてきたこのよう声に対して、LINN が総力を挙げて取り組んだプロジェクト。

LINN DSM は、音さえよければあとは何でもよいと言う訳にはいかない「よくばり音楽愛好家」を最高に

満足させるべく、従来のラインナップとはパラレルに立ち上げられたコンセプト／シリーズです。

LAN をインフラとして利用したシステムとして、今や音楽生活の主役となったネットワークオーディオの

トップランナーLINN DS を核として、ハードウェアとしてもソフトウェア（使い勝手）としても新しい事

を盛り込んで豊かなミュージックライフをサポートしたい…。

実は、一番多いであろう、古くからいるこの新しいグループのお客様に向けられた LINN の新コンセプト

なのです。



DSM !
Q：DSM は、どんな使い方ができますか？

Music： MP3 から Studio Master まで、DSM は音楽のベストパートナー。

Movie & TV： ブルーレイ、DVD、セットトップボックス、TV…。まとめて LINN クオリティーで！

Multi-source： 豊富なデジタル／アナログ入力だけでなく、ネットワークインプットによりあらゆる PC

ベース音源をお楽しみください。iTunes や Spotify、iPlayer や YouTube、インターネット

ラジオやストリーミング・コンサート。PC で聴いているものは全てネットワークを通って

DSM でお聴き頂けるようになります。

Mobile： 想像してみてください。ユーザー本人だけでなく、一緒にいるお友達の携帯電話やタブレ

ットなどで普段お楽しみのお気に入り音楽を DSM にストリーミングし再生します。

Multi-room： ネットワークによって家全体で楽しめる DSM システムはマルチルームにも最適です。も

ちろん Songcast 機能を使ったシンクロ再生も最強のマルチルーム機能です。

Multi-user： LINN のオープン・ネットワーク・アプローチは、音楽ライブラリーをシェアする事や独立

して使う事、自由に選べるコントロールインターフェイス、家族みんなで一緒に頼むこと

などなど、今までできなかった多くの事を叶えてくれるでしょう。

ハードウェア（プロダクト）

あらゆる方の要望に“Yes！”とお答えし、そして期待をはるかに超える音質をお届けするために揃えられ

たラインナップ。ベーシッククラスからトップエンドまで LINN のフルレンジに渡って製品のチョイスが

可能で、ユーザーもしくはゾーンに応じた演出を可能にします。

＜KLIMAX DSM＞

ネットワークプレーヤー機能（DS）とバリエーション豊かな入力端子。そしてプリアンプ回路。

KLIMAX DS、KLIMAX KONTROL に準ずるサーキットに、デジタルメディアの主力インターフェイス HDMI、

同軸／光入力端子、XLR ライン入力を備え、「こんな製品があったらいいな」という希望を実現したドリー

ムプロダクト。パワードスピーカーである KLIMAX 350A や、ステレオパワーアンプ KLIMAX TWIN など

と接続しコンパクト極まりないプレミアムシステムを構築します。 http://www.linn.co.uk/buying/klimax



 11 月販売予定

 Ethernet、XLR バランス入力 1 系統、Spdif 同軸デジタル入力 2 系統、Tos 光デジタル入力 2 系統、

HDMI 入力 3 系統、XLR バランス出力 1 系統、RCA アンバランス出力 1 系統、HDMI 出力（パススル

ー）1 系統

 定価 ¥ 2,400,000（税別）

＜AKURATE DSM＞

ネットワークプレーヤー機能（DS）とバリエーション豊かな入力端子。そしてプリアンプ回路。

KLIMAX DSM と同様の機能に加え、さらに充実した入出力端子。DSM シリーズの中心的な存在となるで

しょう。 http://www.linn.co.uk/buying/akurate

 年内発売予定

 Ethernet、XLR バランス入力 1 系統、RCA アンバランス入力 2 系統（うち 1 つは MC/MM Phono 設

定が可能）、Spdif 同軸デジタル入力 3 系統、Tos 光デジタル入力 3 系統、HDMI 入力 4 系統、XLR バ

ランス出力 1 系統、RCA アンバランス出力 2 系統、Spdif 同軸デジタル出力 1 系統、TOS 光デジタル

出力 1 系統、HDMI 出力（パススルー）1 系統、ミニジャックライン入力（フロント）、ヘッドフォン

ミニジャック出力（フロント）

 定価 ¥ 850,000（税別）

RCA out XLR out Earth HDMI in HDMI out

TOS inEthernetSPDIF inXLR in



＜MAJIK DSM＞

現在 1 番とも言える人気機種 MAJIK DS-I を、MAJIK DSM として名称変更し DSM ラインナップに加えま

す。入出力端子その他、モデル名以外の変更は一切ありません。

 Ethernet、RCA ライン入力 4 系統（うち 1 つは MM/MC Phono 設定が可能）、Spdif 同軸デジタル入力

3 系統、Tos 光デジタル入力 3 系統、RCA ライン出力 1 系統、RCA プリ出力 1 系統、Spdif 同軸デジ

タル出力 1 系統、ミニジャックライン入力（フロント）、ヘッドフォンミニジャック出力（フロント）

 内蔵パワーアンプ 100W（4Ω）x2 チャクラテクノロジー回路

 定価 ¥ 450,000（税別）

ソフトウェア

使い勝手は DS シリーズと同様に、Kinsky など最新のコントロールインターフェイスをお使い頂きます。

プレイリストの作成、入力の選択、ボリュームコントロール…。お手持ちの iPad、PC、スマートフォンな

どと、赤外線リモコンを併用し自在にコントロールが可能です。

新機能：

 他社の追従を許さないフレキシブルかつステイブルなネットワーク機能に加え、新機能として iTunes

との親和性を獲得。ゲストの iPhone に入った音楽を DSM で再生することや、既に PC 上の iTunes

で管理される音源を DSM で再生することができます。（詳細情報は追ってご案内いたします。）

 かねてより目標であった、PC で楽しんでいるストリーミング・サービスを DSM でお楽しみ頂くこと

ができるようになります。（詳細情報は追ってご案内いたします。）

もちろんソフトウェア上のこの機能は、DS シリーズにもアップデート対応します。つまり、現在お使いの

DS でも iPhone 上の音楽や、ストリーミング・コンサートをネットワーク経由でお聴き頂けることになる

のです！

従来のラインナップについて

この度の DSM の発表にあたって、従来の DS シリーズ、プリアンプのラインナップに一切の変更はありま

せん。プレーヤー、プリアンプ専用モデルで音質を追求する「オーディオファイル／ピュアリスト」は、

今まで通りの単体専用モデルをご用命ください。

2011 年 10 月 12 日 リンジャパン 山口


