
ハイクオリティー　
オーディオセレクター

HASシリーズ

HAS-3シリーズ

HAS-3S  スピーカーセレクター
スピーカー又はアンプ3系統の切り替え

HAS-3S Pro  スピーカーセレクター
スピーカー又はアンプ3系統の切り替え

最高級仕様

HAS-3L  ラインセレクター
RCAピン3系統の切り替え

HAS-33S  アンプ・スピーカーセレクター
スピーカーとアンプ3系統の独立切り替え

・気に入ったオーディオ機器がたくさんある

・音質劣化のないセレクターがほしい

・もっと自由に組み合わせたい

・装置の試聴比較がしたい

・アンプを切り替えたい

・スピーカーを切り替えたい

高級感あるケース外観

優れた操作感を生む大型アルミ削りだしツマミ 大容量・高剛性スイッチと最高級端子（Pro仕様）

高信頼性・金メッキ接点ロータリースイッチ

入出力端子にはすべて真鍮削り
出しに金メッキを施したものを、
また内部配線にはOFC線材を
使用しています。音質のみな
らず寿命、信頼性において
も安心して末永くご愛用
いただける仕様です。

最も重要な部品である切り替えスイッチには性能・信頼性共に最高と
いえるセイデン社製のロータリースイッチを採用しています。5万回の切

り替え寿命と数mΩの接触抵抗という性
能がその高品質を物語っています。一般

にパワーアンプ出力で使用されているリレー
の接触抵抗(数十mΩ)に比較して十分小さく、

パワーアンプの性能を損なうことなくスピーカー
に伝えることができます。

セレクターのツマミには40mmφ
アルミ削り出しという超大型を採
用しています。またスイッチはアニ
ール処理して剛性を高めたアルミパ
ネルに取り付けていますので、操作感
にも優れています。 

スピーカーセレクターにはさらに贅沢な部品を使
用したPro 仕様を設定しました。スピーカーの

切り替え専用に設計された、純銅製フレーム・
銀合金接点の高剛性スイッチ。さらに端子

にも最高級アンプに用いられる透明ガード
付端子を使用し、配線材もより太いOFC

線材を採用しています。

ケースの顔となるフロンとパネルには
3mm厚のアルミに、シルバーヘアライン

処理を施した物を使用しています。また
天板はブルーメタリックの焼付け塗装を施

し、高級感ある外観となっていますのでハイ
エンドオーディオ装置と並べてご使用いただい

ても違和感がありません。

　　　種類   型式  入出力端子  切り替え数 大きさ ,重量  価格(税込) 

　　ラインセレクター  HAS-3L  RCAピン   3CH x2 (L,R) 21x9x17cm (WHD), 1.4Kg 29,400円種

スピーカーセレクター  HAS-3S  SPケーブル接続端子

     より線/Yラグ＋バナナプラグ 3CH x2 (L,R) 21x9x18cm (WHD), 1.6Kg 37,800円

スピーカーセレクター  HAS-3S Pro SPケーブル接続端子

     より線＋バナナプラグ  3CH x2 (L,R) 21x9x18cm (WHD), 2.0Kg 63,000円

アンプ・スピーカーセレクター HAS-33S   SPケーブル接続端子   3CH x2 (L,R)

     より線/Yラグ＋バナナプラグ +3CH x2 (L,R) 28x9x23cm (WHD), 2.7Kg 71,400円

アンプ・スピーカーセレクター HAS-33S Pro  SPケーブル接続端子   3CH x2 (L,R)

     より線＋バナナプラグ  +3CH x2 (L,R) 28x9x23cm (WHD), 3.1Kg 126,000円

・（アンプ）スピーカーセレクターはすべて+-両切り替え式ですのでBTLアンプを含むあらゆるアンプにご使用いただけます
・外観・仕様は予告なく変更する場合があります

有限会社　オーディオデザイン
〒141-0031　東京都品川区西五反田8-9-11
グレンパーク G-WEST 501
TEL: 03-3779-0545
URL: http://www.audiodesign.co.jp/

販売店印

スピーカーセレクターの端子間隔は左
右22ｍｍ、上下30ｍｍと広く、ケーブ
ルの接続が容易です。また底板に
は1.6mm厚鋼板を使用し、高剛
性化・重量化を図り、太いケー
ブルを接続しても動きにくい
様に配慮されています。

接続しやすい端子配置

HAS-3S HAS-3S Pro

HAS-33S

真鍮削りだし金メッキ入出力端子・OFC配線材

HAS-3シリーズ HAS-3L

特長

仕様

外観
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