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おかげさまで、A&M株式会社は2016年4月8日で創立30周年を迎えることがで
きました。
ひとえに皆様のご支援、
ご愛顧の賜物と心より感謝申し上げます。
私たちは30年間、利益率や市場のニーズに背を向け、材料費も時間も必要な
だけつぎ込み、作りたい時に作りたいものだけ作ってきました。
また、
デジタルミュージックの潮流には乗らず、
むしろ逆行するようにアナログを、
と
りわけ真空管アンプを追求し続けてきました。
そして、回路・デザイン設計は「合理性こそが美を具現化する」
としながら、最後
には測定器よりも人間の耳を信頼してきました。
それが私たちの美学であり、やり方 です。
流行や常識に捕われず、常に挑戦し続ける私たちのこれからの30年に、
どうぞ
ご期待ください。
2016年4月8日 代表取締役

三浦篤

With heartfelt thanks we take pleasure in announcing that your constant,
steadfast support and patronage enabled us to celebrate the 30th
anniversary of A & M Ltd. on the very day of 8th April, 2016.
30 years ago at the age of 52, I started my own company, A & M Ltd., just
to produce such audio products that realize my long-cherished dream
reﬂecting humble principle or philosophy:
Namely,
- To create what we ourselves want to own, at any cost, without pandering
to such universal trendiness in the industry, such as digitalisation in music
in general, rather concentrating on analogue especially of tube technology.
- To adopt best possible components materials assembled by dexterous
craftsmen, refraining from mass-production by means of machinery.
- To rely on human ears rather than measuring instruments at the ﬁnal
stage of judgement, while sticking to the golden rule it s rationalisation
that embodies true beauty .
This is our own unique approach, so to say, exclusive Air-Tight aesthetics,
which we keep unchanged and intact for years to come, and I solicit your
unvarying favors in the future as well.
Atsushi Miura, President

300Bの 常識 を覆す。
Reversing Conception on Established Common Theory of 300B’s Application!

ATM-300 Anniversary

ステレオシングルパワーアンプ・30周年モデル
30th Anniversary Stereo Power Ampliﬁer

In order to upgrade so-called “nostalgic”
vacuum tube sound to that of contemporary
nature, on the very occasion of the 30th
anniversary, we A & M made an outrageous
challenge to introduce an epoch-making
power amplifier utilizing the second-to-none
TA300B triode in combination with our
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【Specification】

available in the current marketplace,.

Power Output : 9 W ＋ 9 W (THD 5%)

This time we dared to adopt an uncommon

THD : below 1% (1kHz/1W/8Ω)

●全高調波歪率：1%以下
（1kHz/1W/8Ω）

Feedback system contrary to the general

Input : Sensitivity 290mV (9W/8Ω)

●入力感度：290mV
（9W/8Ω）

tendency in the industry in favor of Non-NFb

Dumping Factor : 7 (1kHz/1W 8Ω)

●ダンピングファクター：7（1kHz/1W/8Ω）

application, specifically, given to the primary

Frequency Response : 25Hz〜40kHz (-1dB/1W)

●周波数特性：25Hz〜40kHz
（-1dB/1W）

wiring side of the power transformer instead

Dimensions : 430(W)×275(D)×245(H)mm

●外形寸法：430
（W）
×275
（D）
×245
（H）mm

of to the normal secondary side that boasts of

Weight : 24kg

●重量：約24kg

physical advantages in terms of residue noise

【ATM-300 Anniversary 仕様】
●出力：9W＋9W
（歪み率5％）

