
Andante  Largo

Silent Mount X
サイレント　　　　　マウント

スパイク受け



    

徹底した低重心設計（上図は SM-5X)

二重構造「サイレントマウントテクノロジー」（裏面）

共鳴を打ち消す2重制振構造

徹底した低重心設計

サイレント マウント エックス

音の重なりや混濁を徹底的に排除
幅広い音域をより柔軟かつ明確に表現

Silent Mount X

従来のスパイク受け（インシュレーター）の利点と問題点
　近年の高性能ラックやスピーカー、アンプ、プレイヤー等には、底部にスパイクを装備した製品が少なくありません。これは床や
棚板との振動伝達を効果的にカットできる上、接地部分を明確化してガタツキを抑えることもでき、大きな音質向上につながります。
　しかし本来は効果の高いスパイクも、絨毯やフローリング、ラック棚板のような柔らかい表面に直接設置したのでは、むしろ曖昧
な状況を作ってしまい音質劣化の原因となることもあります。また演奏中、スパイク受けも含め全てのオーディオ機器はスピーカー
等からの干渉によって絶えず共振しています。その際スパイク受けは振動によって共鳴し、そのノイズが床やラックを介して機器に
伝わると音楽性を損なう上、使用した素材特有の色付けが現れてしまいます。
スパイク装着を前提に開発された機器は、良質なスパイク受けと組み合わせることによって最高のパフォーマンスを発揮します。

　サイレントマウントでは、スパイク先端からの数 10、数 100kg もの荷重に耐える高剛性
でかつ音質的に優れた金属を厳選し、それにもう 1 つの素材「キャンセルリング」を組み
合わせています。このように2重構造とすることで互いに共鳴をキャンセル(打ち消す)し、
音楽性への悪影響や素材特有の色付けを抑え、演奏そのものが持っている豊かな音楽性や
音色を最大限に引き出します。

　機器と床との間に発生するレゾナンスは明瞭な音楽再生を損なう大きな原因となります。
一般的な分厚いインシュレーターやオーディオボードは床から機器を高い位置に持ち上げ
てしまい、有害なレゾナンスを発生させると同時に本体をグラつき易くしてしまいます。
　サイレントマウントの場合床面からスパイク先端までのリフト量はラック・アンプ用
SM-5X で僅か 3mm に抑えられています。この徹底した低重心設計は機器を安定させるだ
けでなく、レゾナンスの発生を防いでいます。前述の分厚いインシュレーターは見た目に
は強度がありそうですが実際にはぐらつきを増長させる場合があります。

用途別に根本的に異なるスパイク受けの設計
・SM-7X および SM-7FX はスピーカー用に特化して設計された大口径で重量級のサイレントマウント
・SM-5X(TX) はラック・オーディオ機器用に設計された軽量・小口径なサイレントマウント ( 注：1)
・SM-3TX は軽量なラック・オーディオ機器用に特化して設計された小口径サイレントマウント ( 注：２)
　　注 :1　機器、または機器とラックの合計重量が 25Kg 以上の場合
　　注 :2　機器、または機器とラックの合計重量が 25Kg 以下の場合

アンダンテラルゴ独自の
「サイレントマウントシリーズ」



SM-7FX SM-7X 

スピーカー専用モデル 

SM-7X/B4  
42,000 円（ブラック4 個入）

SM-7X/B3
33,500 円（ブラック3 個入）

SM-7X/P4  
46,000 円（ポリッシュ4 個入）

SM-7X/P3
36,500 円（ポリッシュ3 個入）

SM-7FX/B4  
48,000 円（ブラック4 個入）

SM-7FX/B3
38,000 円（ブラック3 個入）

SM-7FX/P4  
52,000 円（ポリッシュ4 個入）

SM-7FX/P3
41,000 円（ポリッシュ3 個入）

ラック・コンポーネント専用モデル 

本体を特殊ステンレス製、制振2重構造のスピーカー専用マウント。大型で重量があり、強大なスピーカーの振動を下からしっか
りと支えます。7Xシリーズとそれをベースに薄型化した7FXシリーズのラインナップ

SM-5X SM-5TX 

SM-5TX/P4  
70,000 円（4 個入）

SM-5TX/P3
54,000 円（3 個入）

SM-5X/B4　33,000 円
（ブラック4 個入）

SM-5X/B3　26,000 円
（ブラック3 個入）

無垢のチタン削り出しボディを採用し、軽量で制振性
が高い高性能モデル。制振2重構造。

特殊ステンレス製ボディ、制振2重構造のスタンダード
モデル。

カラー ：ポリッシュ / 直径：約50mm / 質量：1個当たり約60ｇ/ 耐荷重
：80kg（1 個 / 均一静荷重時）/ 対応スパイク：先端の角度が 60 度以内
のスパイク / 付属品：フェルト / 用途：総重量25kg以上のラック（機器
を含む）、プレイヤー等

カラー ：ポリッシュ・ブラック / 直径：約50mm / 質量：1個当たり約
100ｇ/ 耐荷重：80kg（1 個 / 均一静荷重時）/ 対応スパイク：先端の角
度が 60 度以内のスパイク / 付属品：フェルト / 用途：総重量25kg以上
のラック（機器を含む）、プレイヤー等

SD-3 SM-3TX 

SM-3TX/P4  
46,000 円（4 個入）

SM-3TX/P3
36,000 円（3 個入）

SD-3/B4  
13,000 円（4 個入）

35

6.5 2.9

無垢のチタン削り出しボディを採用し、軽量で制振性
が高い高性能モデル。制振2重構造。

特殊ステンレス製ボディ、制振単１構造を採用。

カラー ：ポリッシュ / 直径：約35mm / 質量：1個当たり約35ｇ/ 耐荷重
：30kg（1 個 / 均一静荷重時）/ 対応スパイク：先端の角度が 90 度以内
のスパイク / 付属品：フェルト / 用途：総重量25kg以下の小型ラック（
機器を含む）、オーディオボード、プレイヤー等

カラー ：ブラック / 直径：約35mm / 質量：1個当たり約35ｇ/ 耐荷重：
30kg（1 個 / 均一静荷重時）/ 対応スパイク：先端の角度が 90 度以内の
スパイク / 付属品：フェルト / 用途：総重量25kg以下の小型ラック（機
器を含む）、オーディオボード、プレイヤー等

カラー ：ポリッシュ・ブラック / 直径：約70mm / 質量：1個当たり約
240ｇ/ 耐荷重：150kg（1 個 / 均一静荷重時）/ 対応スパイク：先端の角
度が 60度以内のスパイク / 付属品：フェルト,取付専用金属バー / 用途：
スピーカー専用（スピーカーのスパイクマウントとして使用する際は付
属フェルトの使用は音質的に推奨致しません）

カラー ：ポリッシュ・ブラック / 直径：約70mm / 質量：1個当たり約
240ｇ/ 耐荷重：150kg（1 個 / 均一静荷重時）/ 対応スパイク：先端の角
度が 110 度以内のスパイク / 付属品：フェルト,取付専用金属バー / 用途
：スピーカー専用（スピーカーのスパイクマウントとして使用する際は
付属フェルトの使用は音質的に推奨致しません）

SM-5X/P4　35,000 円
　（ポリッシュ4 個入）

SM-5X/P3　27,500 円
（ポリッシュ3 個入）
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価格はすべて税別です。価格・使用等は予告なく変更することがあります。(2020年 2 月現在）

接地面別 推奨チャート

スピーカーに使用時

設置場所

フローリング/テーブル

絨毯/畳

ラックや機器の総重量
SM-７
シリーズ

SM-５(T)
シリーズ

SM-３(T)
シリーズ

付属の
フェルト

貼らない

貼らない

×
×

×
○
◎

◎
必ず貼る

25kg 以上

25kg 以上

25kg 以下

25kg 以下

必ず貼る

×◎

○

○
○

◎

設置場所

フローリング/テーブル

絨毯/畳

スピーカーの重量
SM-７
シリーズ

SM-５(T)
シリーズ

SM-３(T)
シリーズ

付属の
フェルト

重量やサイズに関わらず

重量やサイズに関わらず

貼らない

貼らない

×

× ×

○ ◎

◎

オーディオラック/コンポーネント（プリアンプ、CD、その他のスパイク付き機器）に使用時

・付属のフェルトシールは音質のチューニング上、とても大切なものです。裏面に貼って使用します。
・例外として、カーペット等の柔らかい設置面においては貼らないでください。

・チタン(T)仕様のサイレントマウントは音質上、スピーカー設置には推奨しません。
・スピーカーのスパイク受けとして使用する場合、付属のフェルトは貼らないでください。ただし、床面の保護を特別に必要
・とする場合はその限りではありません。

◎ 推奨　○ 良好　× 推奨しません　（条件により推奨内容は多少異なります）

◎ 推奨　○ 良好　× 推奨しません　（条件により推奨内容は多少異なります）

別売りオプション

TH(ThroughHole)Spike Nut Set  M8/1.25
8個一組　￥18,000　　　4 個一組　￥11,000

スルーホール スパイク・ナット セット
SM7X/7FX用ガタ調整スペーサーセット

6個１組　\4,000

1mm厚、0.5mm厚、  0.25mm厚の各 2枚入り

付属品 全シリーズにフェルトが付属。
SM-7X・7FXにはフェルトの
他にマウント設置に便利な専用
取付工具が付属しています。

　弊社「リジッドテーブル」専用スパイクのノウハウを受け継いだ世界初
の中空スパイク・ナット。調整バーやスパナも付属し、完璧な調整が可能。
同径・同ピッチのスピーカーやラックのスパイク交換に適合。

M6 ,M10スパイク
（価格未定）

近日発売予定

専用取付工具
（本体装着時）フェルト

専用取付工具(SM-7X・7FXのみ)


