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独自の真空二重構造「真空エンクロージャー®」を搭載 優れた真空技術を音響分野に活用

デスクトップでハイレゾの臨場感を存分に楽しめる
プレミアムなデジタル オーディオ システム

『VECLOS

デジタル オーディオ システム

SSB-380S』

2018 年 5 月 25 日（金）新発売

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社

（本社：東京都港区 社長：中條啓一郎）は、独自の真空二重構造「真空エンクロージャー®」を搭載し、明確な定位と
立体感ある音場、クリアなサウンドを実現。デスクトップでハイレゾの臨場感を存分に楽しめるプレミアムなデジタル オ
ーディオ システム『VECLOS デジタル オーディオ システム SSB-380S』を、2018 年 5 月 25 日（金）より発売
いたします。

『VECLOS デジタル オーディオ システム SSB-380S』は、高い剛性によりクリアなサウンドを実現する「真空エ
ンクロージャー®」を搭載し、サーモスだからこそ実現したステンレス製メタルシリンダーにより、明確な定位と立体感
ある音場、クリアなサウンドを実現しました。
理想的な点音源を再現するため、専用開発のパイオニア製 52mm フルレンジスピーカーユニットを採用。細部にまで
こだわり抜いた仕様と、様々なハイレゾ音源に対応するハイスペックな USB-DAC 機能、音楽再生ソフトウェア
「VECLOS HR Audio Player」で、複雑な設定をしなくても DSD を含むハイレゾ音源再生を簡単に高音質でお楽しみ
いただけます。
さらにお持ちの様々な音源を高音質で楽しめる便利な機能が満載。専用設計のディスクリート構成で組み上げられたヘ
ッドホンアンプ、4 種類の転送モードからお好みの音質を選ぶことができる話題の USB データ転送「Bulk Pet」に対応。
また、ハイレゾ対応オーディオ伝送技術 LDACTM に対応した Bluetooth®機能を搭載し、スマートフォンやデジタルオ
ーディオプレーヤー、タブレット、PC などからワイヤレスで、気軽に、高音質再生を実現します。
コンパクトサイズで、最大 45 度まで 5 度刻みでスピーカーの角度調整が可能。デスクトップ環境において最適な設置
が出来るのも魅力です。

■主な機能

・高い剛性によりクリアなサウンドを実現する「真空エンクロージャー®」

・明確な定位と圧倒的な臨場感を再現するステンレス製メタルシリンダー
・理想的な点音源を再現する専用開発の 52mm フルレンジスピーカー
・最大 45°まで、5°刻みでスピーカーの角度調整が可能なチルトスタンド
・DSD 11.2 MHz、PCM 768 kHz / 32bit 対応 USB-DAC
・旭化成エレクトロニクス社製ハイエンドプレミアム DAC「VERITA AK4490EN」搭載
・4 種類の転送モードによる音質の変化を楽しめる USB 伝送技術「Bulk Pet」採用

・高音質ファイル再生を簡単に楽しめる音楽再生ソフトウェア「VECLOS HR Audio Player」
（Win/Mac）

・専用設計のディスクリート構成で組み上げられたヘッドホンアンプ

・ハイレゾ対応オーディオ伝送技術 LDACTM に対応した Bluetooth®機能
■主な取扱店舗：家電量販店、オーディオ専門店
※「Bulk Pet」はインターフェイス株式会社の登録商標です。
※LDAC および LDAC ロゴは、ソニー株式会社の商標です。
※DSD および DSD ロゴは、ソニー株式会社の商標です。
※Bluetooth ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG,INC の所有であり、サーモス株式会社はライセ
ンスに基づきこのマークを使用しています。他のトレードマークおよびトレード名称については、
個々の所有者に帰属するものとします。
※Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other
countries, used with permission.
aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States
and other countries, used with permission.
■イメージ画像

『VECLOS デジタル オーディオ システム SSB-380S』の仕様一覧
＊主な仕様
スピーカー部
形式

バスレフ型 1WAY

使用スピーカー

フルレンジ 52mm コーン型

再生周波数帯

90 ～ 40,000Hz（-10dB）

アンプ部
実用最大出力

9W + 9W（4Ω、1 kHz、JEITA）

高調波歪率

0.12％（1W 出力時、1kHz)

Bluetooth
出力

Bluetooth 標準規格 Power Class 2

最大通信距離

見通し距離約 10 m

登録台数

8 台まで

使用周波数帯域

2.4 GHz 帯（2.4000 GHz ～ 2.4835 GHz）

通信方式

Bluetooth 標準規格 Ver.4.0

対応 Bluetooth

A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）

プロファイル*3

AVRCP（Audio Video Remote Control Profile）

対応コーデック*4

SBC ／ AAC／ LDACTM／ Qualcomm®aptXTM

対応コンテンツ保護

SCMS-T 方式

伝送帯域（A2DP）

20 Hz ～ 20,000 Hz（44.1 kHz サンプリング時）
20 Hz～40,000 Hz（LDAC 96 kHz サンプリング、990 kbps 時）

USB 端子部
B（USB-B）端子

USB ケーブルを使って本製品に対応したドライバーをインストールしたコンピューターをつなぎ
ます。

対応フォーマット*11

PCM：44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384/705.6/768 kHz（24/32 bit）
DSD：
（DSF/DSDIFF）
：2.8/5.6/11.2 MHz（1 bit）

ヘッドホン部
25mW + 25mW（8Ω、0.06% 歪）
35mW + 35mW（16Ω、0.05% 歪）
30mW + 30mW（32Ω、0.04% 歪）
その他
電源

DC 15V AC 100、50Hz/60Hz

消費電力（AC アダプター使用時） 33W
待機電力（スタンバイ時）

1.4W

外形寸法（幅×奥行×高さ）

約 77mm × 171mm × 99mm（幅×奥行×高さ、最大突起部およびコントロール部含む）

質量

右スピーカー約 907g、左スピーカー約 833g

付属品

スピーカー接続ケーブル× 1、電源ケーブル× 1、スピーカーケーブル 赤× 2 黒× 2、USB ケ
ーブル× 1、AC アダプター× 1

JAN コード

4562344364201

メーカー希望小売価格

オープン価格（2 台 1 組）

