Flat-Spider-Corn

Woofer Unit

上部のエンクロージャーには Scan-

Speak と 共 同 で 開 発 さ れ た Vienna
Acoustics 最 新 の フ ラ ッ ト ス パ イ ダ
ーコーンミッドウーハーを配置。ユ
ニットのコーン部分には 3 種類のポ
リプロピレンが合成された独自の高
機能樹脂「X3P」と、グラスファイバ
ーを混合した素材を使用し、高剛性・
超軽量・高い制動性を獲得していま
す。通 常、フ ラ ッ ト 型 の コ ー ン は 強
度的には非常に脆い構造ですが、放
射線上に伸びるクモの巣状のリブと
いうユニークな手法で補強。この独
創的な方法で構成されたオリジナル
ユニットは「スパイダーコーン」と名
付けられています。このリブと前述の独自混合素材により、フラット型のメリッ

Vienna Acoustics 独自に開発・デザインされたウーハーユニット。高剛性・超軽

トを持ちながら強度も保持し、理想的な特性に仕上げることに成功しています。

量に仕上げられた３種類のポリプロピレンが合成された独自の高機能樹脂「 X3P」

このコーンを、超強力な大型ネオジウム・マグネットと大型 50mm ボイスコイル

をユニットのコーン部分に使用。また、ミッドウーハーユニットと同じくクモの

により駆動。理想的なコーンと動力を獲得したこのユニットはかつて無い超ハイ

巣状のリブで補強されており、それにより極めて高い制動性を実現。凹状に湾曲

スピード・ハイレスポンスを実現しています。中心にはハンドコーテッド・ネオ

させたラバーエッジはドライバーの駆動力を損なう事無く的確に伝え、パワー・

ジウムシルクドームツィーターをマウント。ミッドウーハーとツィーターを同軸・

スピード・繊細さを兼ね備えたダイナミックな低音を再現します。また、最上部

フラット型に配置した極めて平面精度の高いユニットは、同心もしくは同軸上の

のウーハーは下部２本とキャビネット内で分離され、それぞれ独自のバスレフポ

方向性において位相・タイミングのずれと、クロスオーバー帯域の相互干渉を防

ートを持っています。3 本のユニットは 250 Hz 以下の低域を鳴らしますが、この

ぎます。この革新的なユニットから生み出される歪みのない緻密かつ豊かな音の

セパレートされた配置により相互の干渉を防ぎ、ネットワーク回路をシンプルに

広がりは、広範なスウィートエリアを作り出します。

構成することが可能になりました。
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LISZT

LISZT

Model：LIZT CRY（カラー：Cherry ） Model：LIZT WHT（カラー：PianoWhite ）
JAN ：4571408310344
JAN ：4571408310375
形式
3way 5スピーカー

Model：LIZT ROW（カラー：Rosewood ）
JAN ：4571408310351

Model：LIZT BLK（カラー：PianoBlack ）
JAN ：4571408310368

ユニット

17.8cm X3P スパイダーコーンウーファー ３
標準価格（1 台）：￥1,000,000 -（税別）
3.0cm ScanSpeak製 ハンドクラフティド・ネオジウムシルクドームツイーター
15.0cm ScanSpeak製 ネオジウムフラットスパイダーコーンミッドウーファー
超絶的な技巧を持つ「ピアノの魔術師」
周波数特性
26Hz - 25kHz
クロスオーバー
250Hz, 2.6kHz（6dB/oct）
フランツ・リストの名を冠したハイエンド・モデル
感度
91.0dB
インピーダンス
4Ω
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超絶的な技巧により「ピアノの魔術師」と呼ばれ、死後 100 年以上経
推奨アンプ出力
50〜400W
っている現在においてもいまだに彼を超えるピアニストは現れていな
ニットより小ぶりになりながらも、独自の高機能樹脂
「X3P」により
サイズ（W H D）
195 1,150 435 mm（キャビネットサイズ）
300
1,250
435
mm
（スパイクスタンド含む）
いと言われる " フランツ・リスト "。即興を重視するピアニストのみ
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36.5kg
重量（１台）

ならず作曲家、指導者と名前を残したイノヴェイティブなスタイル。

そのスタイルに敬意を払い彼の名を冠した本機は、リストの名に相応
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ピード・ハイレスポンスと、位相のずれのない緻密かつ豊かな音の広
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な フ ラ ッ ト ス パ イ ダ ー コ ー ン を 備 え た ハ イ エ ン ド・モ デ ル で す。

がりを奏でます。リストの繊細ながら情熱的で力強いスタイルを体現

Vienna Acoustics の フ ラ ッ グ シ ッ プ・モ デ ル で あ る "THE MUSIC"

する本機は、全てが伝統的でありながら革新的な全く新しいハイエン

に導入されたフラットスパイダーコーンは長年の開発により更に進化
本
社
を遂げました。優れたユニット製造に定評のある ScanSpeak と共同

東京営業部

ド・モデルです。
〒500-8386
岐阜県岐阜市薮田西 1-4-5
〒157-0064 東京都世田谷区給田 1-9-24

http://naspecaudio.com

TEL 058-215-7510
0120-932-455
TEL 03-5313-3831

e-mail : info@naspecaudio.com

※本カタログに記載されている内容は 2014 年 10 月時点のものであり、外観・仕様・価格などは予告無しに変更する場合があります。
※製品の色は撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
※商品の保証修理期間はご購入から２年となります。詳しくは HP 上に掲載されている保証修理規定をご覧下さい。
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