
Naim 
オールインワンシス
テム

NAIMは40年以上に亘る英国エンジニアリ
ングの英知と共に多様な機能と衝撃的な
デザイン、そして素晴らしい音質をワイ
ヤレスミュージックシステムMu-soに盛
り込みました。
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Naimを選ぶ理由 

 
Naim製品は全て、サウンドを提供することを目
的として発想・デザイン・設計されており、オ
リジナルのライブ演奏にできる限り近い、純粋
な音楽体験を提供いたします。

サウンドを深く探求すればするほど、より鮮明
に、より強くサウンドと結びつくことができる
と、私たちは信じています。 

Naimを巡る旅は、当社のエントリーレベルのオ
ールインワンワイヤレスミュージックシステム 
Mu-soから始まります。専門のエンジニアによ
って精密にチューニングされたMu-soファミリー
は、ストリーミング、アンプ、スピーカーなど
のテクノロジーにおける専門知識を結集して、
コンパクトなサイズながら、従来の概念を破る
ような高音質な音楽再生を可能にします。
 
Naim. Go Deeper.
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伝統とエンジニアリングと
テクノロジーの融合…

 
Mu-soの根幹をなすのは、Bentley車向けに開発
されたテクノロジーから発想を得た、アクティ
ブなアンプ配置です。これがカスタムデザイン
のスピーカーを駆動し、コンパクトなサイズな
がら、Mu-so Qbでは300W、Mu-so では450Wの
パワフルなサウンドを実現します。

もちろんこのパワーを生かすには、それに見合
った制御装置が欠かせません。このためMu-soに
は、毎秒何百万という演算処理が可能な、32ビ
ットのデジタルシグナルプロセッサが内蔵され
ています。これがソフトウェアを制御する本シ
ステムのオーディオ中枢部で、当社のリスニン
グルームでエンジニアによって精密に調整が行
われています。その結果、音楽の魅力を余すと
ころなく引き出すことができるのです。 

アルミのヒートシンク（ここにはアンテナも内
臓）を始めとして、タッチパネルコントロール
やベースに取り付けられたイルミネーションに
至るまで、Mu-soに使用されているコンポーネン
トはいずれも、熟考され改良が重ねられたもの
ばかりです。このようにして誕生したのが、至
高のサウンドを実現する、ワイヤレスオールイ
ンワンシステムです。
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様々な音源から、デジタル
ミュージックを自由に楽し
む…

 
Mu-so あるいは Mu-so Qb をイーサーネットや
Wi-Fiでネットワークに接続すると、音楽の世
界が大きく広がります。UPnP™やAirplayによ
って、驚くほどのハイレゾでワイヤレスに音楽
をストリーミングしたり、Spotify Connectや
TIDAL、あるいはインターネットラジオを使って
数百万もの曲を再生することができます。

Mu-so やMu-so Qbは、全てが揃った完結型の
ミュージックセンターです。また、優れた品質
のBluetooth（aptX）を使った音声接続、スマー
トフォン、タブレットやMP3プレーヤーの充電
や再生用のUSB入力、3.5mmアナログ入力、そ
してテレビ、セットトップボックスやゲーム機
用のデジタル入力などの機能が搭載されていま
す。お手持ちのシステムに接続するのはとても
簡単です。

機能 

 
Spotify® Connect 
Spotifyをネイティブサポート。ポータブルデバ
イスから何百万もの楽曲をストリーミングでき
ます。

AirPlay 
iPhone、iPad、iPod Touchから、あるいは
iTunesやApple Musicから音楽をストリーミング
できます。

Bluetooth® (aptX®) 
Bluetoothデバイスとペアリングして瞬時に音楽
を再生。システムに接続するデバイスがaptX対
応の場合、aptXによる高音質の音楽再生が可能
です。 
 
マルチルーム対応 
Mu-so、Mu-so Qb またその他の Naimストリー
ミングシステムを組み合わせて、最大5部屋ま
でのマルチルーム再生に対応しています。Naim 
Appを使えば、同じ曲を完璧にシンクさせた再生
や、それぞれの部屋で異なる曲を再生すること
が可能です。  
 
TIDAL 
ロスレスストリーミングサービスがシステムに
一体化されているので、高音質のサウンドに包
まれた豊かなオーディオ体験を提供します。 
 
USB 
iPhone, iPad,その他MP3プレーヤー、USBステ
ィック等から音楽再生出来ます。 
 
インターネットラジオ 
何千ものインターネッ 
トラジオ局にアクセスし、お好みの局をプリセ
ット保存して、簡単にお楽しみいただけます。 
 
UPnPTM Streaming 
UPnPTM ストリーミング CDより高音質なハイ
レゾの音楽ストリーミングをPCやMac、ネット
ワーク接続されたストレージメディアから出来
ます。

アナログ入力（3.5mm） 
ステレオジャックソケットが装備され、Mu-soを
お手持ちのデバイスやテレビ、さらにターンテ
ーブルやCDプレーヤーなどその他のオーディオ
機器に接続できます。 
 
デジタル入力（オプション） 
テレビ、セットトップボックス、CDプレーヤ
ー、ゲーム機などのデジタルソースのオーディ
オをブーストします。 

ラウドネスコントロール  
音量の大小にかかわらず、最高の音楽体験を可
能にするために、低音部や高音部を適切に補正
します。 

ルームイコライザーの設定 
Mu-soサウンドを最適化するために、2つの設定
から選択できます。ユニットの設置場所から部
屋の壁までの距離によって、リスニング体験を
最適に調整します。 
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Mu-soの魅力

 
450Wの音響出力を誇る、オリジナルのNaimワ
イヤレスミュージックシステム。当社のハイフ
ァイ技術の伝統と数々の受賞に輝くシステムを
駆使して誕生しました。 

最先端のテクノロジーと複雑なオーディオエン
ジニアリングを活用したMu-soは、驚くほど簡
単に接続できます。お使いのスマートフォン、
タブレット、あるいはコンピュータに接続し
て、Spotify やTIDALのようなストリーミングサ
ービスを楽しんだり、数千局ものインターネッ
トラジオを聞いたり、Bluetooth またはシステム
の接続ポートを介して、あらゆるデバイスを接
続することもできます。Mu-soをどのようにお楽
しみになる場合でも、Naim iOS やAndroid App
を使って容易にコントロールできます。

システム全体には、カスタムデザインのスピー
カー６基を駆動する32ビットのデジタルブレイ
ンが採用されています。Mu-soの構成要素はどれ
も、究極のワイヤレススピーカー体験のために
設計されています。 

エンジニアリング

 
アルマイト加工を施したアルミニウムボディーの
内部には、Mu-soの革新技術が溢れています。中
核となる6つのデジタルアンプのアクティブ構成
により、合計450ワットのパワーを6個のカスタ
ム設計スピーカーへ送ります。 

 バ スレフ型  
 
高音質のポートシステムによる、２つの大型カスタ
ムバスドライバーが、キャビネットの前面に配置さ
せてされています。大音量の出力時にも風雑音や歪
みを抑えてバス（低音）.トレブル（高音）ともに
深みのある音が実現できるように、きめ細やかに設
計されました。 

 アクリル ベース
 
Mu-soのキャビネットの下には、ハイグレードのア
クリル製のイルミネーションベースが配置され、本
体およびスピーカー部が光るようになっています。 

 D S P
 
Mu-soのオーディオ心臓部は、32ビットデジタル
信号プロセッサーで、当社の設計者が視聴ルーム
で微調整したソフトウェアを搭載しています。 
各スピーカーへの音楽情報の流れを制御します。
これは、ベントレー モーターズ用に設計した最
高クラスのカーオーディオシステムの開発から生
まれたものです。2つのEQ設定により、部屋にあ
る本機との距離に応じて音を調整して、家のどこ
にいても素晴らしい音をお楽しみいただけます。 

 シルクドームツィー ター
 
多くのワイヤレススピーカーで採用されている従
来型のメタルコーンに代わって、高音質を実現で
きるシルクドームツィーターが視聴テストによっ
て選ばれました。 

  ミッドレン ジドライバー 

 
カスタムのミッドレンジドライバーによって、き
わめてクリアなボイスと心に響くパワフルなボー
カルを再現します。最も外側に配置す事で、音の
分散にも効果的であることがテストで判明しまし
た。

Naim 
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Mu-soワイヤレスミュージックシステム
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Mu-so QbはMu-soのデザインにおけるDNAを受
け継ぎ、全てが直観的に作成され、コンパクト
なキャビネットに収められています。各種コン
トロールや機能が数多く搭載されていますが、
カスタムデザインのスピーカー5基とピストン式
パッシブラジエーター2基が搭載されているの
で、サイズの影響は一切受けません。実際、Mu-
so Qbは300Ｗの優れたサウンドを提供します。 

Mu-so Qbの中心部には、真のNaimサウンドを
各スピーカーで再生する為に32ビット・デジタ
ル信号プロセッサが搭載されております。さら
に、システムの接続方法は数種類あり、Naim 
iOS やAndroid appによってコントロールできる
ので、再生方法のオプションは無限に広がりま
す。 

Mu-so Qb は、コンパクトサイズなワイヤレスミ
ュージックシステムで、オーディオエンジニア
リングの最高の水準の賜物です。
NAIM独自ならではの音で、あなたの音楽の全て
を聞かせる再生能力があります。

エンジニアリング

 
アルマイト加工を施したアルミニウムボディーの
内部には、Mu-soの革新技術が溢れています。中
核となる6つのデジタルアンプのアクティブ構成
により、合計450ワットのパワーを6個のカスタ
ム設計スピーカーへ送ります。 

 バ スレフ型  
 
高音質のポートシステムによる、２つの大型カスタ
ムバスドライバーが、キャビネットの前面に配置さ
せてされています。大音量の出力時にも風雑音や歪
みを抑えてバス（低音）.トレブル（高音）ともに
深みのある音が実現できるように、きめ細やかに設
計されました。 

 アクリル ベース
 
Mu-soのキャビネットの下には、ハイグレードのア
クリル製のイルミネーションベースが配置され、本
体およびスピーカー部が光るようになっています。 

 D S P
 
Mu-soのオーディオ心臓部は、32ビットデジタル
信号プロセッサーで、当社の設計者が視聴ルーム
で微調整したソフトウェアを搭載しています。 
各スピーカーへの音楽情報の流れを制御します。
これは、ベントレー モーターズ用に設計した最
高クラスのカーオーディオシステムの開発から生
まれたものです。2つのEQ設定により、部屋にあ
る本機との距離に応じて音を調整して、家のどこ
にいても素晴らしい音をお楽しみいただけます。 

 シルクドームツィー ター
 
多くのワイヤレススピーカーで採用されている従
来型のメタルコーンに代わって、高音質を実現で
きるシルクドームツィーターが視聴テストによっ
て選ばれました。 

  ミッドレン ジドライバー 

 
カスタムのミッドレンジドライバーによって、 
きわめてクリアなボイスと心に響くパワフルなボ
ーカルを再現します。最も外側に配置す事で、 
音の分散にも効果的であることがテストで判明し
ました。

Naim 
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Mu-so Qb ワイヤレスミュージックシステム
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ステップ１ 
Mu-soもしくはMu-so Qbを接続 
 
 
ステップ２ 
 NaimのiOSかアンドロイドアプリをダ 
ウンロード 
 
 
ステップ３ 
EthernetかWi-Fiでご家庭のホ 
ームネットワークに接続 
 
 
ステップ４ 
音楽の再生

簡単セットアップ 最高5部屋で音楽を再生可
能…

 
キッチンではコルトレーンを流し、ラウンジで
はビバルディで晴れやかな気分に。そして2階で
はニール・ヤングをフルボリュームで体感。正
確に一致したビートで、それぞれの部屋で同じ
曲を再生。あるいは、生活空間全体を、ハイフ
ァイクオリティの伝統的なNaimサウンドで満た
す。マルチルーム機能によって、それらが、そ
してそれ以上が可能になります。

Wi-Fiまたはイーサネットを使って、Mu-soを
他のMu-so、またはNaimシステムに簡単に接続
できます。さらに、Naim iOS や Android app
を使えば、全てが指先でコントロールできま
す。Party Modeを選択して最高5つのユニットを
シンクさせシームレスに聴いたり、システム全
体で同じ曲を再生したり、あるいは全ユニット
の音量を同時に変えるなど、本アプリは完全な
コントロールが可能です。また、部屋ごとに再
生する曲を選んで、それぞれの部屋に合ったム
ードや、音楽的な雰囲気を作り上げることもで
きます。

あらゆる部屋を１か所じ
ゃら直観的にコントロ
ール。

Mu-soであなたのリビングルームに活力を与えましょう。是非あなたのミュージックライフをキッチンやオフィスでMu-so Qbと共にお楽しみ下さい...

Naim 
オールインワンシステム 
ネットワーク接続とマルチルーム
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Naim iOS や Androidアプ
リで、全ての音楽を一括管
理… 

 
アプリは設定が簡単で、何百万もの曲の中か
ら、指先だけで瞬時に再生できます。当社のソ
フトウェアエンジニアによって入念に設計され
たアプリは、これまでにない方法で音楽をブラ
ウジングできます。また、Roviのオンラインミ
ュージックデータベースを利用して、アーティ
ストの情報、ディスコグラフィー、経歴、レビ
ュー、イメージギャラリー、そして関連する曲
など、音楽を奥深く探ることができます。 

もちろん、ボリュームの調整、スキップ、ポー
ズ、トラックの再生、アルバムアートのスクロ
ール、プレイリストの作成、聞きたいときにす
ぐに聞けるようにお好みのラジオ局を記憶させ
るなど、通常の機能も搭載されています。 iOS
のみ

グリルの色を変えてMu-so
をカスタマイズ…

 
Mu-so および Mu-so Qbでは、Naimスピーカ
ーグリル定番のブラックが標準装備されていま
す。これに加えて新たに3色が加わり、お部屋の
スペースやスタイルを引き立てることができま
す。色のチョイスはディープブルー、ヴァイブ
ラントレッド、バーントオレンジ。Mu-soシステ
ムの卓越性が一層際立ちます。さらに、当社の
スピーカーグリルは全て容易に取り外し可能な
ので、スピーカーが駆動されている様子を堪能
することもできます。

Mu-so とMu-so Qb用のオプシャナルカ
ラーグリルは、naimaudio.com 
（英国）もしくは、各特約店から購入
することが出来ます。

購入可能

Naim 
オールインワンシステム 
コントロール

Naim 
オールインワンシステム
カスタマイズ




