
◎©2021 HARMAN International Industries, Incorporated.無断複写及び転載を禁じます。MARK LEVINSONはアメリカ合衆国及びその他の国で登録されているHARMAN International Industries, Incorporated.の登録商標です。HARMAN International Industries, 
Incorporated.によるその商標のいかなる利用も、許可に基づくものです。◎製品の外観、仕様は予告なく変更する場合がございます。◎このカタログに掲載されている内容は、2021年10月現在の情報です。各製品の詳細情報につきましては、弊社HPをご覧ください。

2021年10月現在
http://marklev.harman-japan.co.jp

〒101- 0022 東京都千代田区神田練塀町300番地
住友不動産秋葉原駅前ビル 14F/15F

.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ML_No5000_CATALOG_2021.1020改定.pdf   2   2021/10/21   19:11



標準価格￥900,000（税込￥990,000）リモコン付属

プリアンプ部（フォノイコライザー内蔵）
●PureDirect™シグナルパスの設計思想に基づいたフルディ
スクリート、ダイレクトカップリング、デュアルモノラル・ライン
レベルの回路設計。
●独創的なシングルゲインステージ回路は、デジタル制御された
レジスターアレイによるボリュームサーキットとの親和性が高く、
極めて高精度かつワイドレンジな音質を確保。
●3系統のアナログ入力（XLRバランス×1、RCAアンバランス
×2）、それぞれに独立したスイッチング・リレーを装備。RCA出力
（可変）も備え、将来のシステム拡張にも柔軟に対応。
●N 500シリーズで好評を得ている PurePhono思想を継承
した、新開発フォノイコライザーを標準搭載。厳選した高精度
パーツをふんだんに投入した超高音質設計です。

パワーアンプ部
●フルディスクリート、ダイレクトカップリング方式を採用した

AB級パワーアンプ。500VAもの大容量電源トランスを搭載する
ことで、広大なダイナミックレンジを確保。チャンネル毎に10,000
μF×4基の大容量コンデンサーを備えた電源部は、出力段への
潤沢な電力供給を可能にしています。

●電圧増幅段は上級モデルN 534で培った技術を踏襲。
2基のハイスピード・トランジスターにてA級動作を行うドラ
イバー段と、6基のトランジスター（260V/15A）を組み合わせた
出力段で構成されています。

デジタル部
●N 500シリーズ同様、Mark Levinson Precision LinkⅡ™
DACを採用。最新ESS SABRE 32bit D/Aコンバーターと、
独自のジッター低減回路を組み合わせたフルバランス、ディスク
リートコンバーターがデジタル回路部の中核をなします。
●4系統のデジタル入力（光S/PDIF×2、コアキシャルS/
PDIF×1、非同期USB×1）を備え、PCM（384kHz/32bit

INTEGRATED AMPLIFIER No5805
SPECIFICATIONS
プリアンプ部
アナログ入力端子 :バランス･ライン入力（XLR）×1ペア、 

アンバランス･ライン入力 （RCA）×2ペア、 
 MCフォノ入力（RCA）×1ペア、MMフォノ入力（RCA）×1ペア

ライン入力 ：インピーダンス バランス（XLR）20kΩ、
アンバランス（RCA）10kΩ、
入力感度 53mV RMS（スピーカー出力2.83V RMS、ボリューム最大）

システムゲイン :34.5dB（スピーカー出力、ボリューム最大）
フォノ入力（MM） :負荷抵抗 47kΩ、負荷容量 20、70、120、170pF（選択式）

 ゲイン 39dB＠1kHz
フォノ入力（MC） :負荷抵抗 37、43、52、62、82、90、110、125、200、250、500、 

1000Ω（選択式）、負荷容量 100pF、ゲイン 69dB＠1kHz
ライン出力 :アンバランス･ライン出力（RCA/可変）×1ペア
出力インピーダンス :55Ω
ヘッドフォン出力 ：3.3V RMS以下（30Ω 負荷）、

出力インピーダンス2.5Ω以下（20Hz～20kHz）

デジタル入力部
デジタル入力端子 :オプティカルS/PDIF×2、 同軸S/PDIF入力×1、 

非同期 USB（USB2.0-B）×1
サンプリング/Bit :PCM 32～384kHz/32 bit、 DSD（ネイティブ/DoP）

 DSD64～256（2.8～11.2MHz）
デジタルプロセッシング:フルMQAデコーディング、7通りのPCMデジタルフィルター、   

 352.8kHzおよび384kHzへのアップサンプリング、
 4通りのDSDデジタルフィルターを選択可能

パワーアンプ部
スピーカー出力端子 :バナナプラグ対応大型バインディングポスト
出力 :125W RMS/ch＠8Ω、20Hz～20kHz
出力インピーダンス ：0.098Ω以下（20Hz～10kHz）
周波数レスポンス ：2Hz～20kHz、+0/‒0.2dB
S/N比 ：103dB以上（20Hz～20 kHz、A補正）
全高調波歪+ノイズ :0.035%以下＠1kHz、125W、8Ω

総合
コントロール端子 :RS-232 ポート、IRリモート入力、12V DC トリガー入/出力、 

 Ethernet ポート
電源/消費電力 :100VAC（50/60Hz）/

 消費電力 スタンバイ0.4W以下（Green）/
 7W（Power Save）/70W（Normal）、
 無信号時:120W、8Ω定格出力時500W

外形寸法/重量 ：幅438mm、高さ145mm、奥行き507mm / 重量28.1kg

まで）とDSD（2.8、5.6、11.2MHzまで）のデジタルシグナル
再生に対応。
●Bluetoothレシーバーを搭載。

コントロール部
●他のマークレビンソン機器との連携やリモート操作ならびに
各種設定を行えるよう、Ethernet、USB、RS-232、IRリモートの
入力および12Vトリガー入出力を備えています。
●本体とPCを直接接続することで、専用のWebページから
各種設定やソフトウェアのアップデートなどが可能。

伝統的かつ最新のデザイン
●歴代モデルの意匠を受け継いだデザイン。25mm厚のフロ
ントパネルや砂時計型のノブは、アルミを削り出し、ブラスト
加工&アルマイト処理を施しています。フロントディスプレイ
にガラスを採用。また、設計開発から生産まで、全ての工程を
アメリカ国内で行なっています。

セパレートアンプの設計で培った技術を惜しみなく投入し、
インテグレーテッドアンプとして最高のパフォーマンスを獲得。フォノイコライザー、
MQA対応のDAC、B l u e t o o t hレシーバーを搭載した最新のスペックも魅力です。

No5805
INTEGRATED AMPLIFIER

MLNO5805JN JANコード 4968929055494

.

No5000 Series

多様化するミュージックソースやリスニングスタイルに対応しながらオーディオ機器の今あるべき姿を具現化。

すべてのミュージックラバーへ捧げるNo5 0 0 0シリーズ、マークレビンソンの新たな提案。

マークレビンソンの新提案
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標準価格￥900,000（税込￥990,000）リモコン付属
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標準価格￥1,000,000（税込￥1,100,000）

増幅回路
完全ディスクリート構成のダイレクトカップリング回路による、
クラスABアンプモジュールを搭載したNo5302の電圧利得
段は、すでに高い評価を得ているNo534パワーアンプの技術
をアレンジ。クラスAで動作する２つの高速ドライバートランジ
スタと、６つの260V/15A出力トランジスタを組合わせた
出力段で構成されています。マークレビンソン独自構成の
Thermal-Trakデバイスは、負荷や温度に影響されず、安
定した出力バイアスを保持。左右チャンネル用に個別の２次
巻き線を備えた、1,100VA大容量トロイダルトランスと、最終
の出力段に近接装備された大型コンデンサから供給される
電力によって、8Ω負荷時135W/ch、4Ω負荷時270W/ch､
そしてブリッジモードでは4Ω550Wおよび2Ω負荷までの駆動
を保証しています。

コントロール部
システム統合・管理および通信ポートとして、Ethernet、
USB、RS-232、IR入力、12Vトリガー入出力を備えています。
PCと標準のWEBブラウザーを使用して、システムのセット
アップ、インポートおよびエクスポート、ソフトウェアの更新を
行うことが可能です。

インダストリアルデザイン
25mm厚のソリッドアルミニウムから削り出され、ビーズブラ
スト・アルマイト加工にて仕上げられたフロントパネルには、
ブラック＆シルバーという2トーンのソリッドアルミニウムと、美
しいガラスディスプレイがシームレスに一体化。そしてNo5000
シリーズ共通のデザインとして採用されたガラスパネル中央部
のPowerライトリングが、最新のマークレビンソンであることを
赤く静かに主張します。かつて多くのパワーアンプに採用さ
れていた伝統のフロントパネル・ハンドルも刷新され復活。

POWER AMPLIFIER No5302
SPECIFICATIONS
ステレオモード
出力 ：135W/ch @8Ω、270W/ch @4Ω
ゲイン ：25.8dB
入力感度 ：145mV RMS（2.83V RMS出力）
全高調波歪 ：0.04%以下（1kHz/135W @8Ω）
S/N比 ：102dB以上（20Hz～20kHz/非補正/135W @8Ω出力基準）

ブリッジモノラルモード
出力 ：275W @8Ω、550W @4Ω
ゲイン ：31.8dB
入力感度 ：73mV RMS（2.83V RMS出力）
全高調波歪 ：0.04%以下（1kHz/135W @8Ω）
S/N比 ：105dB以上（20Hz～20kHz/非補正/135W @8Ω出力基準）

総合
周波数レスポンス ：2Hz～80kHz
入力インピーダンス ：バランス：100kΩ / アンバランス：50kΩ
入力端子 ：バランス（XLR）×1ペア、アンバランス（RCA）×1ペア
スピーカー出力端子 ：バナナ対応大型バインディングポスト
コントロール端子 ：RS-232ポート、Ethernetポート、アップデート用USB-A、

 IRリモート入力、トリガー入出力（12V DC）
消費電力 ：最大;1000W、無信号時;90W（ステレオ）/ 

70W（ブリッジモノラル）、スタンバイ時;35W（ノーマル）/ 
2W（パワーセーブ） / 0.4W以下（Greenモード）

外径寸法 / 重量 ：幅438mm、高さ145mm、奥行き527mm（突起物含む） /
 31.7kg

本体の両サイドに配置されるヒートシンクフィンと共に、伝統的
かつ現代的な佇まいを纏っています。

最高のマテリアルと革新技術を惜しみなく投入。ダイレクトカップリング方式、ブリッジ接続による
モノラル使用が可能なフル・ディスクリートAB級アンプ回路を伝統のフォルムにビルトイン。
新世代デュアル・モノラルパワーアンプ。

No5302
POWER AMPLIFIER

MLNO5302JN JANコード 4968929210268

.

標準価格￥1,000,000（税込￥1,100,000）リモコン付属

PREAMPLIFIER No5206 
SPECIFICATIONS
アナログライン部
入力インピーダンス ：バランス：20kΩ / アンバランス：10kΩ
ゲイン：バランス出力 ：最大14dB / アンバランス出力：最大8dB
最大出力 ：バランス出力：15V RMS以上 / 

アンバランス出力：7.5V RMS以上
周波数レスポンス ：2Hz以下～250kHz（+0.1/-3dB、0dBゲイン設定時）
全高調波歪 ：0.003%以下（20Hz～20kHz、0dBゲイン設定・基準出力時）
S/N比 ：93dB以上（20Hz～20kHz、ワイドバンド/

非補正、0dBゲイン設定・基準出力時）

フォノステージ部
RIAA周波数レスポンス：20Hz～20kHz（±0.3dB）
・MM入力 ：入力負荷抵抗；47kΩ / 容量；20、70、120、170pF

ゲイン/最大入力レベル（1kHz）；39dB /190mV以上
・MC入力 ：入力負荷抵抗；37、43、52、62、82、90、110、125、200、

 250、500、1,000Ω
ゲイン/最大入力レベル（1kHz）；69dB / 6.5mV以上

デジタル部
出力電圧 ：11.2V RMS（バランス出力）/5.6V RMS（アンバランス出力）

 対応サンプリング周波数/bit
・PCM ：32、44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、384kHz /32bitまで
・DSD（DoPネイティブ）：DSD64、128、256（2.8、5.6、11.2MHz）

ヘッドフォン出力部
最大出力 ：3.3V RMS以上（30Ω負荷時）

総合
アナログ入力端子 ：バランス（XLR）×2、アンバランス（RCA）×2、

 フォノ（RCA）MM×1/ MC×1
デジタル入力端子 ：バランス AES/EBU（XLR）×1、同軸S/PDIF×2、

 オプティカルS/PDIF×2、USB（USB-B）×1
アナログ出力端子 ：バランス（XLR）×1、アンバランス（RCA）×1
コントロール端子 ：RS-232ポート、Ethernetポート、アップデート用USB-A、

 IRリモート入力、トリガー入出力（12V DC）
消費電力 ：パワーオン；70W、ヘッドフォン接続時；85W、

スタンバイ（Normal）；65W、パワーセーブ時；4W、
Green時；0.4W以下

外径寸法 / 重量 ：幅438mm、高さ126mm、奥行き489mm（突起物含む）/
15.4kg

ダイレクトカップリングによる、フル・ディスクリート構成のデュアルモノラル・クラスA回路設計。
MM/MCフォノステージ、MQA対応の高品質DAC、強力なヘッドフォン出力を装備する、
新世代Mark  L e v i n s o nのプリアンプです。

No5206
PREAMPLIFIER 
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.

＊Specification
POWER AMPLIFIER No.5302
＜ステレオモード＞
出力：135W/ch @8Ω、270W/ch @4Ω（2ch駆動時）
ゲイン：25.8dB
入力感度：145mV RMS（2.83V RMS出力）
全高調波歪：0.04%以下（1kHz/135W @8Ω）
S/N比：102dB以上（20Hz～20kHz/非補正/135W @8Ω出力基準）

＜ブリッジモノラルモード＞
出力：275W @8Ω、550W @4Ω
ゲイン：31.8dB
入力感度：73mV RMS（2.83V RMS出力）
全高調波歪：0.04%以下（1kHz/135W @8Ω）
S/N比：105dB以上（20Hz～20kHz/非補正/135W @8Ω出力基準）

＜総合＞
周波数レスポンス：2Hz～80kHz
入力インピーダンス：バランス：100kΩ / アンバランス：50kΩ
入力端子：バランス（XLR）×1ペア、アンバランス（RCA）×1ペア
スピーカー出力端子：バナナ型対応大型バインディングポスト
コントロール端子：RS-232ポート、Ethernetポート、アップデート用USB-A、IRリモート入力、トリガー入出力（12V DC）
消費電力：
最大：1000W、無信号時：90W（ステレオ） / 70W（ブリッジモノラル）、
スタンバイ時：35W（ノーマル）/ 2W（パワーセーブ） / 0.4W以下（Greenモード）
外径寸法 / 重量：幅438mm、高さ145mm、奥行き527mm（突起物含む） / 31.7kg

基本構成
完全なディスクリート構成でダイレクトカップル接続されたデ
ュアルモノラル・ラインレベル・プリアンプ回路、選び抜かれ
たコンポーネントを使用したクラスAサーキットなど、Shelton
の設計チームは新たに取得した特許技術をNo5206に惜し
みなく投入。オーディオシステムにおける中枢アイテムである
プリアンプとして、No5206は圧倒的な製品完成度と高音質
を獲得しています。また現代の多様な音楽フォーマットに幅広
く対応する入力端子を装備。どのような生活環境においても、
上質かつカジュアルなオーディオライフを提供します。

フォノステージ
新しく設計されたフォノステージは、ハイブリッドゲイントポロ
ジーを備えています。定評あるNo500シリーズ・フォノステージ
の主要なディスクリートコンポーネントと、低ノイズのプリサー
キットを組み合わせ、とてもシンプルな回路で高音質を実現。

CR型とNF型を組み合わせたハイブリッド・パッシブRIAA
イコライザーには、超精密抵抗とポリプロピレンコンデンサー
を搭載。セットアップメニューから、MM/MCゲインとオプション
のサブソニックフィルターを選択することができ、容量値およ
び抵抗値の負荷設定は、本体背面パネルにて簡単に調整
することが可能です。

デジタル部
Mark Levinson PrecisionLink Ⅱ™ DACを採用。最新の
ESS SABRE 32bit D/Aコンバーターは、独自のジッター低減
回路と、フルバランス設計されたディスクリート電流-電圧コ
ンバーターを備えており、デジタルファイルがもつ膨大な音楽
情報を余すところなくD/A変換します。AES/EBUバランスデジ
タル、同軸およびオプティカルのS/PDIF、USBと豊富なデジ
タルシグナルの入力端子を装備。PCM（最大384kHz/32bit）、
DSD（最大11.2MHz）の音楽データをアナログシグナルに

コンバートします。MQA（Master Quality Authenticated）
テクノロジーに準拠していますので、MQAオーディオファイル
やストリーミング再生もお楽しみ頂けます。aptX-HD搭載の
Bluetoothレシーバー搭載。

コントロール部
システム統合・管理および通信ポートとして、Ethernet、
USB、RS-232、IR入力、12Vトリガー入出力を備えています。
PCと標準のWEBブラウザーを使用して、システムのセット
アップ、インポートおよびエクスポート、ソフトウェアの更新を
行うことが可能です。

シリーズ共通のインダストリアルデザイン
ソリッドアルミニウムから削り出した25mm厚のフロントパネ
ル、砂時計型のノブはブラスト加工&アルマイト処理を施し
た高品位な仕上げ。フロントディスプレイにガラスを採用する
など、No5000シリーズにふさわしい新たな素材も採用。

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ML_No5000_CATALOG_2021.1020改定.pdf   1   2021/10/21   19:11



標準価格￥1,000,000（税込￥1,100,000）

増幅回路
完全ディスクリート構成のダイレクトカップリング回路による、
クラスABアンプモジュールを搭載したNo5302の電圧利得
段は、すでに高い評価を得ているNo534パワーアンプの技術
をアレンジ。クラスAで動作する２つの高速ドライバートランジ
スタと、６つの260V/15A出力トランジスタを組合わせた
出力段で構成されています。マークレビンソン独自構成の
Thermal-Trakデバイスは、負荷や温度に影響されず、安
定した出力バイアスを保持。左右チャンネル用に個別の２次
巻き線を備えた、1,100VA大容量トロイダルトランスと、最終
の出力段に近接装備された大型コンデンサから供給される
電力によって、8Ω負荷時135W/ch、4Ω負荷時270W/ch､
そしてブリッジモードでは4Ω550Wおよび2Ω負荷までの駆動
を保証しています。

コントロール部
システム統合・管理および通信ポートとして、Ethernet、
USB、RS-232、IR入力、12Vトリガー入出力を備えています。
PCと標準のWEBブラウザーを使用して、システムのセット
アップ、インポートおよびエクスポート、ソフトウェアの更新を
行うことが可能です。

インダストリアルデザイン
25mm厚のソリッドアルミニウムから削り出され、ビーズブラ
スト・アルマイト加工にて仕上げられたフロントパネルには、
ブラック＆シルバーという2トーンのソリッドアルミニウムと、美
しいガラスディスプレイがシームレスに一体化。そしてNo5000
シリーズ共通のデザインとして採用されたガラスパネル中央部
のPowerライトリングが、最新のマークレビンソンであることを
赤く静かに主張します。かつて多くのパワーアンプに採用さ
れていた伝統のフロントパネル・ハンドルも刷新され復活。

POWER AMPLIFIER No5302
SPECIFICATIONS
ステレオモード
出力 ：135W/ch @8Ω、270W/ch @4Ω
ゲイン ：25.8dB
入力感度 ：145mV RMS（2.83V RMS出力）
全高調波歪 ：0.04%以下（1kHz/135W @8Ω）
S/N比 ：102dB以上（20Hz～20kHz/非補正/135W @8Ω出力基準）

ブリッジモノラルモード
出力 ：275W @8Ω、550W @4Ω
ゲイン ：31.8dB
入力感度 ：73mV RMS（2.83V RMS出力）
全高調波歪 ：0.04%以下（1kHz/135W @8Ω）
S/N比 ：105dB以上（20Hz～20kHz/非補正/135W @8Ω出力基準）

総合
周波数レスポンス ：2Hz～80kHz
入力インピーダンス ：バランス：100kΩ / アンバランス：50kΩ
入力端子 ：バランス（XLR）×1ペア、アンバランス（RCA）×1ペア
スピーカー出力端子 ：バナナ対応大型バインディングポスト
コントロール端子 ：RS-232ポート、Ethernetポート、アップデート用USB-A、

 IRリモート入力、トリガー入出力（12V DC）
消費電力 ：最大;1000W、無信号時;90W（ステレオ）/ 

70W（ブリッジモノラル）、スタンバイ時;35W（ノーマル）/ 
2W（パワーセーブ） / 0.4W以下（Greenモード）

外径寸法 / 重量 ：幅438mm、高さ145mm、奥行き527mm（突起物含む） /
 31.7kg

本体の両サイドに配置されるヒートシンクフィンと共に、伝統的
かつ現代的な佇まいを纏っています。

最高のマテリアルと革新技術を惜しみなく投入。ダイレクトカップリング方式、ブリッジ接続による
モノラル使用が可能なフル・ディスクリートAB級アンプ回路を伝統のフォルムにビルトイン。
新世代デュアル・モノラルパワーアンプ。

No5302
POWER AMPLIFIER

MLNO5302JN JANコード 4968929210268

.

標準価格￥1,000,000（税込￥1,100,000）リモコン付属

PREAMPLIFIER No5206 
SPECIFICATIONS
アナログライン部
入力インピーダンス ：バランス：20kΩ / アンバランス：10kΩ
ゲイン：バランス出力 ：最大14dB / アンバランス出力：最大8dB
最大出力 ：バランス出力：15V RMS以上 / 

アンバランス出力：7.5V RMS以上
周波数レスポンス ：2Hz以下～250kHz（+0.1/-3dB、0dBゲイン設定時）
全高調波歪 ：0.003%以下（20Hz～20kHz、0dBゲイン設定・基準出力時）
S/N比 ：93dB以上（20Hz～20kHz、ワイドバンド/

非補正、0dBゲイン設定・基準出力時）

フォノステージ部
RIAA周波数レスポンス：20Hz～20kHz（±0.3dB）
・MM入力 ：入力負荷抵抗；47kΩ / 容量；20、70、120、170pF

ゲイン/最大入力レベル（1kHz）；39dB /190mV以上
・MC入力 ：入力負荷抵抗；37、43、52、62、82、90、110、125、200、

 250、500、1,000Ω
ゲイン/最大入力レベル（1kHz）；69dB / 6.5mV以上

デジタル部
出力電圧 ：11.2V RMS（バランス出力）/5.6V RMS（アンバランス出力）

 対応サンプリング周波数/bit
・PCM ：32、44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、384kHz /32bitまで
・DSD（DoPネイティブ）：DSD64、128、256（2.8、5.6、11.2MHz）

ヘッドフォン出力部
最大出力 ：3.3V RMS以上（30Ω負荷時）

総合
アナログ入力端子 ：バランス（XLR）×2、アンバランス（RCA）×2、

 フォノ（RCA）MM×1/ MC×1
デジタル入力端子 ：バランス AES/EBU（XLR）×1、同軸S/PDIF×2、

 オプティカルS/PDIF×2、USB（USB-B）×1
アナログ出力端子 ：バランス（XLR）×1、アンバランス（RCA）×1
コントロール端子 ：RS-232ポート、Ethernetポート、アップデート用USB-A、

 IRリモート入力、トリガー入出力（12V DC）
消費電力 ：パワーオン；70W、ヘッドフォン接続時；85W、

スタンバイ（Normal）；65W、パワーセーブ時；4W、
Green時；0.4W以下

外径寸法 / 重量 ：幅438mm、高さ126mm、奥行き489mm（突起物含む）/
15.4kg

ダイレクトカップリングによる、フル・ディスクリート構成のデュアルモノラル・クラスA回路設計。
MM/MCフォノステージ、MQA対応の高品質DAC、強力なヘッドフォン出力を装備する、
新世代Mark  L e v i n s o nのプリアンプです。

No5206
PREAMPLIFIER 

MLNO5206JN JANコード 4968929210251

.

＊Specification
POWER AMPLIFIER No.5302
＜ステレオモード＞
出力：135W/ch @8Ω、270W/ch @4Ω（2ch駆動時）
ゲイン：25.8dB
入力感度：145mV RMS（2.83V RMS出力）
全高調波歪：0.04%以下（1kHz/135W @8Ω）
S/N比：102dB以上（20Hz～20kHz/非補正/135W @8Ω出力基準）

＜ブリッジモノラルモード＞
出力：275W @8Ω、550W @4Ω
ゲイン：31.8dB
入力感度：73mV RMS（2.83V RMS出力）
全高調波歪：0.04%以下（1kHz/135W @8Ω）
S/N比：105dB以上（20Hz～20kHz/非補正/135W @8Ω出力基準）

＜総合＞
周波数レスポンス：2Hz～80kHz
入力インピーダンス：バランス：100kΩ / アンバランス：50kΩ
入力端子：バランス（XLR）×1ペア、アンバランス（RCA）×1ペア
スピーカー出力端子：バナナ型対応大型バインディングポスト
コントロール端子：RS-232ポート、Ethernetポート、アップデート用USB-A、IRリモート入力、トリガー入出力（12V DC）
消費電力：
最大：1000W、無信号時：90W（ステレオ） / 70W（ブリッジモノラル）、
スタンバイ時：35W（ノーマル）/ 2W（パワーセーブ） / 0.4W以下（Greenモード）
外径寸法 / 重量：幅438mm、高さ145mm、奥行き527mm（突起物含む） / 31.7kg

基本構成
完全なディスクリート構成でダイレクトカップル接続されたデ
ュアルモノラル・ラインレベル・プリアンプ回路、選び抜かれ
たコンポーネントを使用したクラスAサーキットなど、Shelton
の設計チームは新たに取得した特許技術をNo5206に惜し
みなく投入。オーディオシステムにおける中枢アイテムである
プリアンプとして、No5206は圧倒的な製品完成度と高音質
を獲得しています。また現代の多様な音楽フォーマットに幅広
く対応する入力端子を装備。どのような生活環境においても、
上質かつカジュアルなオーディオライフを提供します。

フォノステージ
新しく設計されたフォノステージは、ハイブリッドゲイントポロ
ジーを備えています。定評あるNo500シリーズ・フォノステージ
の主要なディスクリートコンポーネントと、低ノイズのプリサー
キットを組み合わせ、とてもシンプルな回路で高音質を実現。

CR型とNF型を組み合わせたハイブリッド・パッシブRIAA
イコライザーには、超精密抵抗とポリプロピレンコンデンサー
を搭載。セットアップメニューから、MM/MCゲインとオプション
のサブソニックフィルターを選択することができ、容量値およ
び抵抗値の負荷設定は、本体背面パネルにて簡単に調整
することが可能です。

デジタル部
Mark Levinson PrecisionLink Ⅱ™ DACを採用。最新の
ESS SABRE 32bit D/Aコンバーターは、独自のジッター低減
回路と、フルバランス設計されたディスクリート電流-電圧コ
ンバーターを備えており、デジタルファイルがもつ膨大な音楽
情報を余すところなくD/A変換します。AES/EBUバランスデジ
タル、同軸およびオプティカルのS/PDIF、USBと豊富なデジ
タルシグナルの入力端子を装備。PCM（最大384kHz/32bit）、
DSD（最大11.2MHz）の音楽データをアナログシグナルに

コンバートします。MQA（Master Quality Authenticated）
テクノロジーに準拠していますので、MQAオーディオファイル
やストリーミング再生もお楽しみ頂けます。aptX-HD搭載の
Bluetoothレシーバー搭載。

コントロール部
システム統合・管理および通信ポートとして、Ethernet、
USB、RS-232、IR入力、12Vトリガー入出力を備えています。
PCと標準のWEBブラウザーを使用して、システムのセット
アップ、インポートおよびエクスポート、ソフトウェアの更新を
行うことが可能です。

シリーズ共通のインダストリアルデザイン
ソリッドアルミニウムから削り出した25mm厚のフロントパネ
ル、砂時計型のノブはブラスト加工&アルマイト処理を施し
た高品位な仕上げ。フロントディスプレイにガラスを採用する
など、No5000シリーズにふさわしい新たな素材も採用。
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標準価格￥650,000（税込￥715,000）リモコン付属

SACD（スーパーオーディオCD）対応の
ディスクプレイヤー
SACD、CD-A、CD-R、CDRWを含む、主要ディスク形式に対
応します。FLAC、WAV、AIFF、OGG、MP3、AAC、WMA、
DSFデータをサポートします。

ネットワークストリーミング
N 5101を含むネットワーク内に接続されたNASドライブのファイ
ルをストリーミング再生できます。DLNAおよびUPnPシステムに
対応。各種機器との接続も容易です。

USBドライブ
USBタイプA端子に接続されたフラッシュメモリー・ドライブから、
オーディオファイルを読み込み再生します。FLAC、WAV、AIFF、
OGG、MP3、AAC、WMA、DSFデータをサポート。

DAC部
定評あるMark Levinson Precision LinkⅡ™ DAC回路を搭載。
ジッター除去回路とフルバランス設計の電流/電圧コンバータ
ーを備えたESS SABRE PRO32bit 最新D/Aコンバーターが、
デジタルシグナルの変換処理ステージの中核を担います。
N 5101は同軸および光学S/PDIFデジタル入力端子を装備し
ています。外部からのデジタルシグナルを入力することが可能で、
高品位なDAC機器としてもお使い頂けます。また、同軸および
光学端子によるデジタル出力機能を持ち、Mark Levinson
N 5805やN 5206とデジタル接続する事により、ベスト
マッチングなデジタルオーディオ・システムが構築されます。

システムコントロール
オーディオシステムの統合および通信ポートとしてIP（イーサネット）、
RS-232、IR入力、トリガー入力（12V）を装備しています。新設計

STREAMING SACD PLAYER No5101
SPECIFICATIONS
出力電圧 :3.0V RMS RCAアンバランス フルスケール（0dBFS)

 6.0V RMS XLRバランス フルスケール（0dBFS)

THD + Noise :0.004%以下、20Hz to 20kHz、RCAアンバランス、
 3V RMS 出力時（44.1kHz/16 bit signal)
 0.003%以下、20Hz to 20kHz、XLRバランス、
 6V RMS 出力時（44.1kHz/16 bit signal)
 0.003%以下、20Hz to 20kHz、RCAアンバランス、
 3V RMS 出力時（192kHz/24 bit signal)
 0.002%以下、20Hz to 20kHz、XLRバランス、
 6V RMS 出力時（192kHz/24 bit signal)

S/N比 :94dB以上 RCAアンバランス
 （wideband、unweighted、3V RMS 出力基準)
106dB以上 XLRバランス
 （wideband、unweighted、6V RMS出力基準)

デジタルオーディオ入出力端子
:オプティカル デジタル入力（Toslink）×1、
 同軸デジタル S/PDIF入力（RCA）×1
 オプティカル デジタル出力（Toslink）×1、
 同軸デジタル S/PDIF出力（RCA）×1

アナログオーディオ出力端子
:RCAアンバランス ラインレベル出力（RCA）×1ペア
 XLRアンバランス ラインレベル出力（XLR）×1ペア

コントロール&ネットワーク端子
:RS-232 ポート（DB9 コネクター）×1
 IR インプット（⅛”/3.5mm ミニジャック）×1
12V DC トリガーインプット（⅛”/3.5mm ミニジャック）×1
 Ethernet ポート（RJ-45 コネクター）×1
 USB-A コネクター×1
 Wi-Fi アンテナ コネクター（SMA レセプタクル）×1

ワイヤレスフォーマット :802.11b/g/n

サポートファイル タイプ
:FLAC、WAV、AIFF、OGG（24 bit/192kHzまで)、
 DSF、DFF（5.6MHz/DSD128まで）、
 AAC（24 bit/96kHzまで）、MP3（320kbps/48kHzまで）、  
 WMA（192kbps/48kHzまで）

消費電力 :スタンバイ時;0.4W以下、パワーオン時;32W

外形寸法 / 重量 :幅440mm、高さ126mm、奥行き465mm / 重量11.8kg

のアルミニウム製IRリモートコントローラー付属。主要な機能を
制御するためのシステムドライバーが利用可能です。

インダストリアルデザイン
ビーズブラスト加工の後、アノダイズ処理が施された1インチ
厚のソリッドアルミニウムをフロントパネルボードに採用し、
シームレスに埋め込まれた滑らかで美しいガラスディスプレイ
等、マークレビンソンの特徴である堅牢な素材、豪華な仕上
げ、大胆な幾何学構造などをその製品デザインとして継承して
います。デボス加工されたトップカバー通気孔、ガラスパネル
裏面のスクリーン印刷、削り出しアルミニウム製のスタンバイ
ボタン・メニューボタンなどもまた、細心のディティールにこだ
わったマークレビンソンとしての証です。エレガントなN 5000
シリーズのアルミニウムIRリモートコントロールが付属します。

CD、SACD、各種ファイルデータに記録された音楽ソースを最高の音質でアウトプット。
No5 8 0 5と組み合わせる事により、最新のデジタルオーディオ・システムが構築されます。
スタンドアローンの高音質DACとしても比類なきパフォーマンスを発揮。

No5101
STREAMING SACD PLAYER 

MLNO5101JN JANコード 4968929069521

.

標準価格￥700,000（税込￥770,000）

プラッター/ベース部
●ソリッドアルミニウムブロックから削り出し成型。ビーズブラ
スト加工にて仕上げた6.35kgの重量級プラッター。裏面にコー
ティングされた共鳴吸収材によりハウリング対策も万全です。
●精密に研磨された硬化銅製シャフト、メンテナンスフリーの
インターブッシュ・ベアリングを採用。複合素材の混合物で作ら
れたベアリングボトムはオイルフリー仕様。
●50mm厚のソリッドアルミニウムブロックから精密に一体
切削加工されたコンパクトサイズながら重量級設計のベース
シャーシ。ラバーアイソレートされたアルミ切削加工の３本脚に
よる３点支持構造。
●ガラスとアルミニウムのコンビネーションによる精悍なフロント
パネルには、回転数切り替えとスタンバイボタンを装備。

モーター/電源部
●12Vシンクロナス・フルデジタル・モーターを搭載。モーター
駆動出力の温度ドリフトを、ほぼゼロに抑え、回転速度の安定
性と極めて低いワウフラッターを保証。
●シンプルなシングルプーリー、シングルベルト駆動方式。モーター
からの不要な振動伝達を抑えながら、確実な駆動力を伝える
四角断面のドライブベルトを採用。
●100～240VACに対応するユニバーサル・パワーサプライを
内蔵。

プレシジョン・トーンアーム
●カスタムメイドの10インチ（254mm）長ストレート型、グロス
ブラック・カーボンファイバー製のアームを搭載。高精度ベアリ
ングを採用したジンバルサポート方式のスタティックバランス型
のトーンアームです。

ANALOG TURNTABLE No5105
SPECIFICATIONS
回転数 :33-1/3rpm、45rpm

トーンアーム :有効長：254mm
 マウンティングディスタンス：237.8mm
 オーバーハング：16.2mm

接続端子 :RCA型

電源 :100～240V / 50-60Hz

駆動方式 :ベルトドライブ

外形寸法 / 重量 :幅438mm、高さ154mm、奥行き395mm（突起物含む） /
 重量34.0kg

付属品 :電源ケーブル、取扱説明書、スタビライザー、ベルト
※カートリッジは付属してません

●   軸受けにはアームの滑らかな動きと遊びの無い高精度な
支持のためにプリロード負荷型ベアリング採用。
●カスタムデザインのアルミニウム・ヘッドシェル。
●高さ調整が可能なアルミニウム製カスタム・トーンアーム
ベースとアームレスト・アッセンブリー。

デザイン/その他
●ブラック&シルバーを基調とした、N 5000シリーズ共通の
インダストリアルデザイン。
●接続が容易で市販ケーブルへの交換も楽しめるRCA出力
端子を背面に装備。
●マークレビンソン・アンプのボリュームノブを思わせるオリジ
ナルデザインのディスク・スタビライザーと、ロゴ入りターンテー
ブル・シート付属。
●ベーストップ面にバブル式水準器を装備。

長年にわたるアンプ開発により蓄積したノウハウ、最先端デジタル機器への
深い造詣をもつマークレビンソンだからこそ知り得るオーディオの真髄、そしてアナログサウンドの魅力。
最高のマテリアルと熟練のクラフトマンシップによってカスタムメイドされた、新世代アナログ・ターンテーブル登場。

No5105
ANALOG TURNTABLE

※写真のカートリッジは撮影用です

MLNO5105 JANコード 4968929077908
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標準価格￥650,000（税込￥715,000）リモコン付属

SACD（スーパーオーディオCD）対応の
ディスクプレイヤー
SACD、CD-A、CD-R、CDRWを含む、主要ディスク形式に対
応します。FLAC、WAV、AIFF、OGG、MP3、AAC、WMA、
DSFデータをサポートします。
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N 5101を含むネットワーク内に接続されたNASドライブのファイ
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USBドライブ
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DAC部
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ーを備えたESS SABRE PRO32bit 最新D/Aコンバーターが、
デジタルシグナルの変換処理ステージの中核を担います。
N 5101は同軸および光学S/PDIFデジタル入力端子を装備し
ています。外部からのデジタルシグナルを入力することが可能で、
高品位なDAC機器としてもお使い頂けます。また、同軸および
光学端子によるデジタル出力機能を持ち、Mark Levinson
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マッチングなデジタルオーディオ・システムが構築されます。

システムコントロール
オーディオシステムの統合および通信ポートとしてIP（イーサネット）、
RS-232、IR入力、トリガー入力（12V）を装備しています。新設計

STREAMING SACD PLAYER No5101
SPECIFICATIONS
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 0.003%以下、20Hz to 20kHz、XLRバランス、
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 0.003%以下、20Hz to 20kHz、RCAアンバランス、
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 （wideband、unweighted、3V RMS 出力基準)
106dB以上 XLRバランス
 （wideband、unweighted、6V RMS出力基準)

デジタルオーディオ入出力端子
:オプティカル デジタル入力（Toslink）×1、
 同軸デジタル S/PDIF入力（RCA）×1
 オプティカル デジタル出力（Toslink）×1、
 同軸デジタル S/PDIF出力（RCA）×1

アナログオーディオ出力端子
:RCAアンバランス ラインレベル出力（RCA）×1ペア
 XLRアンバランス ラインレベル出力（XLR）×1ペア

コントロール&ネットワーク端子
:RS-232 ポート（DB9 コネクター）×1
 IR インプット（⅛”/3.5mm ミニジャック）×1
12V DC トリガーインプット（⅛”/3.5mm ミニジャック）×1
 Ethernet ポート（RJ-45 コネクター）×1
 USB-A コネクター×1
 Wi-Fi アンテナ コネクター（SMA レセプタクル）×1

ワイヤレスフォーマット :802.11b/g/n

サポートファイル タイプ
:FLAC、WAV、AIFF、OGG（24 bit/192kHzまで)、
 DSF、DFF（5.6MHz/DSD128まで）、
 AAC（24 bit/96kHzまで）、MP3（320kbps/48kHzまで）、  
 WMA（192kbps/48kHzまで）

消費電力 :スタンバイ時;0.4W以下、パワーオン時;32W

外形寸法 / 重量 :幅440mm、高さ126mm、奥行き465mm / 重量11.8kg

のアルミニウム製IRリモートコントローラー付属。主要な機能を
制御するためのシステムドライバーが利用可能です。

インダストリアルデザイン
ビーズブラスト加工の後、アノダイズ処理が施された1インチ
厚のソリッドアルミニウムをフロントパネルボードに採用し、
シームレスに埋め込まれた滑らかで美しいガラスディスプレイ
等、マークレビンソンの特徴である堅牢な素材、豪華な仕上
げ、大胆な幾何学構造などをその製品デザインとして継承して
います。デボス加工されたトップカバー通気孔、ガラスパネル
裏面のスクリーン印刷、削り出しアルミニウム製のスタンバイ
ボタン・メニューボタンなどもまた、細心のディティールにこだ
わったマークレビンソンとしての証です。エレガントなN 5000
シリーズのアルミニウムIRリモートコントロールが付属します。

CD、SACD、各種ファイルデータに記録された音楽ソースを最高の音質でアウトプット。
No5 8 0 5と組み合わせる事により、最新のデジタルオーディオ・システムが構築されます。
スタンドアローンの高音質DACとしても比類なきパフォーマンスを発揮。
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標準価格￥700,000（税込￥770,000）

プラッター/ベース部
●ソリッドアルミニウムブロックから削り出し成型。ビーズブラ
スト加工にて仕上げた6.35kgの重量級プラッター。裏面にコー
ティングされた共鳴吸収材によりハウリング対策も万全です。
●精密に研磨された硬化銅製シャフト、メンテナンスフリーの
インターブッシュ・ベアリングを採用。複合素材の混合物で作ら
れたベアリングボトムはオイルフリー仕様。
●50mm厚のソリッドアルミニウムブロックから精密に一体
切削加工されたコンパクトサイズながら重量級設計のベース
シャーシ。ラバーアイソレートされたアルミ切削加工の３本脚に
よる３点支持構造。
●ガラスとアルミニウムのコンビネーションによる精悍なフロント
パネルには、回転数切り替えとスタンバイボタンを装備。

モーター/電源部
●12Vシンクロナス・フルデジタル・モーターを搭載。モーター
駆動出力の温度ドリフトを、ほぼゼロに抑え、回転速度の安定
性と極めて低いワウフラッターを保証。
●シンプルなシングルプーリー、シングルベルト駆動方式。モーター
からの不要な振動伝達を抑えながら、確実な駆動力を伝える
四角断面のドライブベルトを採用。
●100～240VACに対応するユニバーサル・パワーサプライを
内蔵。

プレシジョン・トーンアーム
●カスタムメイドの10インチ（254mm）長ストレート型、グロス
ブラック・カーボンファイバー製のアームを搭載。高精度ベアリ
ングを採用したジンバルサポート方式のスタティックバランス型
のトーンアームです。

ANALOG TURNTABLE No5105
SPECIFICATIONS
回転数 :33-1/3rpm、45rpm

トーンアーム :有効長：254mm
 マウンティングディスタンス：237.8mm
 オーバーハング：16.2mm

接続端子 :RCA型

電源 :100～240V / 50-60Hz

駆動方式 :ベルトドライブ

外形寸法 / 重量 :幅438mm、高さ154mm、奥行き395mm（突起物含む） /
 重量34.0kg

付属品 :電源ケーブル、取扱説明書、スタビライザー、ベルト
※カートリッジは付属してません

●   軸受けにはアームの滑らかな動きと遊びの無い高精度な
支持のためにプリロード負荷型ベアリング採用。
●カスタムデザインのアルミニウム・ヘッドシェル。
●高さ調整が可能なアルミニウム製カスタム・トーンアーム
ベースとアームレスト・アッセンブリー。

デザイン/その他
●ブラック&シルバーを基調とした、N 5000シリーズ共通の
インダストリアルデザイン。
●接続が容易で市販ケーブルへの交換も楽しめるRCA出力
端子を背面に装備。
●マークレビンソン・アンプのボリュームノブを思わせるオリジ
ナルデザインのディスク・スタビライザーと、ロゴ入りターンテー
ブル・シート付属。
●ベーストップ面にバブル式水準器を装備。

長年にわたるアンプ開発により蓄積したノウハウ、最先端デジタル機器への
深い造詣をもつマークレビンソンだからこそ知り得るオーディオの真髄、そしてアナログサウンドの魅力。
最高のマテリアルと熟練のクラフトマンシップによってカスタムメイドされた、新世代アナログ・ターンテーブル登場。
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