
3way 5スピーカー
178mm Eton製 スパイダーコーン・ウーハー×３
150mm ScanSpeak製 ネオジウム フラットスパイダーコーン・ミッドレンジ
30mm   ScanSpeak製 ネオジウム シルクドーム・ツィーター
28Hz - 25,000Hz
250Hz / 2,600Hz（6dB/oct）
91.0dB
4Ω
50 ～ 400W
195×1,150×435 mm（キャビネットサイズ）
300×1,250×435 mm（スパイクフット含む）
36.5kg

形式
ユニット

周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
サイズ（W×H×D）

重量（１台）

※本カタログに記載されている内容は2018年 11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。
※製品は日本の法規格、技術基準、安全基準に則った日本国内仕様となっています。その為、本国の仕様とは異なる場合があります。
※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。詳しくは弊社Web 上に掲載されている保証修理規程をご覧ください。
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￥1,000,000 - ( 税別 / 台 )

※LISZT は受注オーダー品の為、受注後の納期を必要とします。 納期は販売店までご確認ください。
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家具のように美しく仕上げられた
キャビネットは、見るだけでも満
足感を与えてくれます。重厚なキ
ャビネットを支えるために剛性を
高めた脚部は、高さ調整が可能な
大型スパイクを採用。不要な振動
を抑制しスピーカーのポテンシャ
ルを最大限に引き出します。

長期間に及ぶリスニングテストに
よって厳選され、1% 以下の誤差
で管理された最高品質のハイグ
レードパーツを徹底的に選別して
使用。基盤は最短のシグナルパス
を構成すると共に、それぞれのコ
イルが発生させる磁界が悪影響を
及ぼさないよう注意深くレイアウ
トされ、細部までこだわり抜いた
理想的なネットワークに仕上がっ
ています。

Vienna Acoustics の伝統的なス
ピーカー設計思想により他のプロ
ダクトと同様シングルワイヤリン
グを採用。信号経路をシンプルに
することで、クロスオーバーにネ
ガティブな影響を及ぼさない配慮
がなされています。ターミナルは
使いやすさと確実な結線が可能
な、スペードプラグとバナナプラ
グに対応しています。

上部のエンクロージャーは下部の
エンクロージャーとアルミ製軸受
けにより完全に分離。また、左右
に調整が可能となっており、低域
を設置する部屋の特性に合わせた
後、ミッドレンジ / ツィーターを
スウィートスポットに向かって調
整する事が可能です。これは部屋
のコンディションに応じた完璧な
セッティングを行う事が可能な事
を意味しています。

ドイツEton 社と協力し、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」を採用。ミッドレンジ・ユニットと同じくク
モの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
に湾曲させたラバーエッジは、駆動力を損なう事無く的確に素材へと伝え、パ
ワーとスピード、繊細さをも兼ね備えた低音を再生します。また、最上部のウ
ーハーは下部２本のウーハーとキャビネット内で分離され、それぞれ独自のチ
ャンバーとバスレフポートを持っています。250Hz 以下の低域を受け持ちます
が、このセパレートされたキャビネット構造により相互の干渉を防ぎ、ネット
ワーク回路をさらにシンプルにすることが可能になりました。

上部の独立したエンクロージャーに
はScanSpeak 社と共同で開発され
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。

極めて平面精度が高いこのフラッ
ト型のユニットは同心円、同軸上
において位相とタイミングのずれ
を防ぎ、歪みのない緻密な音と素
速いレスポンスを実現します。半
透明のコーン部分は TPX を主に、
数種類のポリマー（樹脂）とグラス
ファイバーを混合した素材で作ら
れているオリジナル振動板であり、
高剛性・超軽量・高制動性を得て
理想的な特性を獲得しました。また、フラット型のユニットは強度的に弱い
構造ですが、放射線上に伸びる補強リブと前述の独自混合素材により、フラ
ット型ユニットの特性を持ちながらも高い強度を獲得しています。強力な大
型ネオジウム・マグネットと 50mm もの大型ボイスコイルにより駆動され、
理想的なハイスピード・ハイレスポンスを実現しました。

中心にはハンドコーテッド・ネオジウム・シルクドームツィーターをマウン
ト。この新しいフラット型同軸ユニットの採用が、クロスオーバー帯域の相
互干渉を防ぎ、美しく豊かな音の広がりを実現する LISZT のサウンドを支
えているのです。

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

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

ないと言われる天才 " フランツ・リスト "。即興を重視するピアニス

トとしてだけでなく、作曲家や指導者としても大きな功績を残しました。

素晴らしい功績に対する畏敬の念から、その名を冠した本機は

Vienna Acoustics（ウィーン・アコースティクス）最新の革新的なフ

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。フラッグ

シップ・モデルである "THE MUSIC" に初めて導入されたフラット

スパイダーコーンは、優れたユニット設計と製造に定評のある

ScanSpeak 社と協同で開発され、長年の研究により更に進化を遂げ

ました。独自の高機能樹脂により高剛性・超軽量・高制動性を獲得し

たこのユニットには、駆動するための強力な大型ネオジウム・マグネ

ットと 50mm のボイスコイルが備わっています。また、ドイツ Eton

社製 Vienna Acoustics カスタムメイド・ウーハーによって細身のキ

ャビネットからは想像できない緻密で豊かな低域を獲得。これらの革

新的なユニットによって美しいピアノ小品から、交響詩といった大編

成の作品まで余裕をもって対応できるスピーカーが完成しました。

家具のように美しく仕上げられたトラディショナルな外観と、内包さ

れた最新技術の数々。LISZT は伝統的でありながら革新的でもある、

全く新しいハイエンド・スピーカーなのです。

超絶的な技巧を持つ「ピアノの魔術師」
フランツ・リストの名を冠したハイエンド・モデル

※LISZT は受注オーダー品の為、受注後の納期を必要とします。 納期をご確認ください。
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ハーユニット。高剛性・超軽量に仕上げられた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」を採用。ミッドレンジ・ユニットと同じくク
モの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
に湾曲させたラバーエッジは、駆動力を損なう事無く的確に素材へと伝え、パ
ワーとスピード、繊細さをも兼ね備えた低音を再生します。また、最上部のウ
ーハーは下部２本のウーハーとキャビネット内で分離され、それぞれ独自のチ
ャンバーとバスレフポートを持っています。250Hz 以下の低域を受け持ちます
が、このセパレートされたキャビネット構造により相互の干渉を防ぎ、ネット
ワーク回路をさらにシンプルにすることが可能になりました。

上部の独立したエンクロージャーに
はScanSpeak 社と共同で開発され
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。

極めて平面精度が高いこのフラッ
ト型のユニットは同心円、同軸上
において位相とタイミングのずれ
を防ぎ、歪みのない緻密な音と素
速いレスポンスを実現します。半
透明のコーン部分は TPX を主に、
数種類のポリマー（樹脂）とグラス
ファイバーを混合した素材で作ら
れているオリジナル振動板であり、
高剛性・超軽量・高制動性を得て
理想的な特性を獲得しました。また、フラット型のユニットは強度的に弱い
構造ですが、放射線上に伸びる補強リブと前述の独自混合素材により、フラ
ット型ユニットの特性を持ちながらも高い強度を獲得しています。強力な大
型ネオジウム・マグネットと 50mm もの大型ボイスコイルにより駆動され、
理想的なハイスピード・ハイレスポンスを実現しました。

中心にはハンドコーテッド・ネオジウム・シルクドームツィーターをマウン
ト。この新しいフラット型同軸ユニットの採用が、クロスオーバー帯域の相
互干渉を防ぎ、美しく豊かな音の広がりを実現する LISZT のサウンドを支
えているのです。

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

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

ないと言われる天才 " フランツ・リスト "。即興を重視するピアニス

トとしてだけでなく、作曲家や指導者としても大きな功績を残しました。

素晴らしい功績に対する畏敬の念から、その名を冠した本機は

Vienna Acoustics（ウィーン・アコースティクス）最新の革新的なフ

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。フラッグ

シップ・モデルである "THE MUSIC" に初めて導入されたフラット

スパイダーコーンは、優れたユニット設計と製造に定評のある

ScanSpeak 社と協同で開発され、長年の研究により更に進化を遂げ

ました。独自の高機能樹脂により高剛性・超軽量・高制動性を獲得し

たこのユニットには、駆動するための強力な大型ネオジウム・マグネ

ットと 50mm のボイスコイルが備わっています。また、ドイツ Eton

社製 Vienna Acoustics カスタムメイド・ウーハーによって細身のキ

ャビネットからは想像できない緻密で豊かな低域を獲得。これらの革

新的なユニットによって美しいピアノ小品から、交響詩といった大編

成の作品まで余裕をもって対応できるスピーカーが完成しました。

家具のように美しく仕上げられたトラディショナルな外観と、内包さ

れた最新技術の数々。LISZT は伝統的でありながら革新的でもある、

全く新しいハイエンド・スピーカーなのです。

超絶的な技巧を持つ「ピアノの魔術師」
フランツ・リストの名を冠したハイエンド・モデル

※LISZT は受注オーダー品の為、受注後の納期を必要とします。 納期をご確認ください。

家具のように美しく仕上げられた
キャビネットは、見るだけでも満
足感を与えてくれます。重厚なキ
ャビネットを支えるために剛性を
高めた脚部は、高さ調整が可能な
大型スパイクを採用。不要な振動
を抑制しスピーカーのポテンシャ
ルを最大限に引き出します。

長期間に及ぶリスニングテストに
よって厳選され、1% 以下の誤差
で管理された最高品質のハイグ
レードパーツを徹底的に選別して
使用。基盤は最短のシグナルパス
を構成すると共に、それぞれのコ
イルが発生させる磁界が悪影響を
及ぼさないよう注意深くレイアウ
トされ、細部までこだわり抜いた
理想的なネットワークに仕上がっ
ています。

Vienna Acoustics の伝統的なス
ピーカー設計思想により他のプロ
ダクトと同様シングルワイヤリン
グを採用。信号経路をシンプルに
することで、クロスオーバーにネ
ガティブな影響を及ぼさない配慮
がなされています。ターミナルは
使いやすさと確実な結線が可能
な、スペードプラグとバナナプラ
グに対応しています。

上部のエンクロージャーは下部の
エンクロージャーとアルミ製軸受
けにより完全に分離。また、左右
に調整が可能となっており、低域
を設置する部屋の特性に合わせた
後、ミッドレンジ / ツィーターを
スウィートスポットに向かって調
整する事が可能です。これは部屋
のコンディションに応じた完璧な
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3way 5スピーカー
178mm Eton製 スパイダーコーン・ウーハー×３
150mm ScanSpeak製 ネオジウム フラットスパイダーコーン・ミッドレンジ
30mm   ScanSpeak製 ネオジウム シルクドーム・ツィーター
28Hz - 25,000Hz
250Hz / 2,600Hz（6dB/oct）
91.0dB
4Ω
50 ～ 400W
195×1,150×435 mm（キャビネットサイズ）
300×1,250×435 mm（スパイクフット含む）
36.5kg

形式
ユニット

周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
サイズ（W×H×D）

重量（１台）

※本カタログに記載されている内容は2018年 11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。
※製品は日本の法規格、技術基準、安全基準に則った日本国内仕様となっています。その為、本国の仕様とは異なる場合があります。
※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。詳しくは弊社Web 上に掲載されている保証修理規程をご覧ください。

Vienna Acoustics 日本総輸入代理店

株式会社ナスペック
〒500-8386 岐阜県岐阜市薮田西 1-4-5　TEL 058-215-7510　　　0120-932-455

http://naspecaudio.com

￥1,000,000 - ( 税別 / 台 )

※LISZT は受注オーダー品の為、受注後の納期を必要とします。 納期は販売店までご確認ください。
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ャビネットを支えるために剛性を
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で管理された最高品質のハイグ
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イルが発生させる磁界が悪影響を
及ぼさないよう注意深くレイアウ
トされ、細部までこだわり抜いた
理想的なネットワークに仕上がっ
ています。

Vienna Acoustics の伝統的なス
ピーカー設計思想により他のプロ
ダクトと同様シングルワイヤリン
グを採用。信号経路をシンプルに
することで、クロスオーバーにネ
ガティブな影響を及ぼさない配慮
がなされています。ターミナルは
使いやすさと確実な結線が可能
な、スペードプラグとバナナプラ
グに対応しています。

上部のエンクロージャーは下部の
エンクロージャーとアルミ製軸受
けにより完全に分離。また、左右
に調整が可能となっており、低域
を設置する部屋の特性に合わせた
後、ミッドレンジ / ツィーターを
スウィートスポットに向かって調
整する事が可能です。これは部屋
のコンディションに応じた完璧な
セッティングを行う事が可能な事
を意味しています。

ドイツEton 社と協力し、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」を採用。ミッドレンジ・ユニットと同じくク
モの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
に湾曲させたラバーエッジは、駆動力を損なう事無く的確に素材へと伝え、パ
ワーとスピード、繊細さをも兼ね備えた低音を再生します。また、最上部のウ
ーハーは下部２本のウーハーとキャビネット内で分離され、それぞれ独自のチ
ャンバーとバスレフポートを持っています。250Hz 以下の低域を受け持ちます
が、このセパレートされたキャビネット構造により相互の干渉を防ぎ、ネット
ワーク回路をさらにシンプルにすることが可能になりました。

上部の独立したエンクロージャーに
はScanSpeak 社と共同で開発され
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。

極めて平面精度が高いこのフラッ
ト型のユニットは同心円、同軸上
において位相とタイミングのずれ
を防ぎ、歪みのない緻密な音と素
速いレスポンスを実現します。半
透明のコーン部分は TPX を主に、
数種類のポリマー（樹脂）とグラス
ファイバーを混合した素材で作ら
れているオリジナル振動板であり、
高剛性・超軽量・高制動性を得て
理想的な特性を獲得しました。また、フラット型のユニットは強度的に弱い
構造ですが、放射線上に伸びる補強リブと前述の独自混合素材により、フラ
ット型ユニットの特性を持ちながらも高い強度を獲得しています。強力な大
型ネオジウム・マグネットと 50mm もの大型ボイスコイルにより駆動され、
理想的なハイスピード・ハイレスポンスを実現しました。

中心にはハンドコーテッド・ネオジウム・シルクドームツィーターをマウン
ト。この新しいフラット型同軸ユニットの採用が、クロスオーバー帯域の相
互干渉を防ぎ、美しく豊かな音の広がりを実現する LISZT のサウンドを支
えているのです。

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

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

ないと言われる天才 " フランツ・リスト "。即興を重視するピアニス

トとしてだけでなく、作曲家や指導者としても大きな功績を残しました。

素晴らしい功績に対する畏敬の念から、その名を冠した本機は

Vienna Acoustics（ウィーン・アコースティクス）最新の革新的なフ

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。フラッグ

シップ・モデルである "THE MUSIC" に初めて導入されたフラット

スパイダーコーンは、優れたユニット設計と製造に定評のある

ScanSpeak 社と協同で開発され、長年の研究により更に進化を遂げ

ました。独自の高機能樹脂により高剛性・超軽量・高制動性を獲得し

たこのユニットには、駆動するための強力な大型ネオジウム・マグネ

ットと 50mm のボイスコイルが備わっています。また、ドイツ Eton

社製 Vienna Acoustics カスタムメイド・ウーハーによって細身のキ

ャビネットからは想像できない緻密で豊かな低域を獲得。これらの革

新的なユニットによって美しいピアノ小品から、交響詩といった大編

成の作品まで余裕をもって対応できるスピーカーが完成しました。

家具のように美しく仕上げられたトラディショナルな外観と、内包さ

れた最新技術の数々。LISZT は伝統的でありながら革新的でもある、

全く新しいハイエンド・スピーカーなのです。

超絶的な技巧を持つ「ピアノの魔術師」
フランツ・リストの名を冠したハイエンド・モデル



3way 5スピーカー
178mm Eton製 スパイダーコーン・ウーハー×３
150mm ScanSpeak製 ネオジウム フラットスパイダーコーン・ミッドレンジ
30mm   ScanSpeak製 ネオジウム シルクドーム・ツィーター
28Hz - 25,000Hz
250Hz / 2,600Hz（6dB/oct）
91.0dB
4Ω
50 ～ 400W
195×1,150×435 mm（キャビネットサイズ）
300×1,250×435 mm（スパイクフット含む）
36.5kg

形式
ユニット

周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
サイズ（W×H×D）

重量（１台）

※本カタログに記載されている内容は2018年 11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。
※製品は日本の法規格、技術基準、安全基準に則った日本国内仕様となっています。その為、本国の仕様とは異なる場合があります。
※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。詳しくは弊社Web 上に掲載されている保証修理規程をご覧ください。

Vienna Acoustics 日本総輸入代理店

株式会社ナスペック
〒500-8386 岐阜県岐阜市薮田西 1-4-5　TEL 058-215-7510　　　0120-932-455

http://naspecaudio.com

￥1,000,000 - ( 税別 / 台 )

※LISZT は受注オーダー品の為、受注後の納期を必要とします。 納期は販売店までご確認ください。
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家具のように美しく仕上げられた
キャビネットは、見るだけでも満
足感を与えてくれます。重厚なキ
ャビネットを支えるために剛性を
高めた脚部は、高さ調整が可能な
大型スパイクを採用。不要な振動
を抑制しスピーカーのポテンシャ
ルを最大限に引き出します。

長期間に及ぶリスニングテストに
よって厳選され、1% 以下の誤差
で管理された最高品質のハイグ
レードパーツを徹底的に選別して
使用。基盤は最短のシグナルパス
を構成すると共に、それぞれのコ
イルが発生させる磁界が悪影響を
及ぼさないよう注意深くレイアウ
トされ、細部までこだわり抜いた
理想的なネットワークに仕上がっ
ています。

Vienna Acoustics の伝統的なス
ピーカー設計思想により他のプロ
ダクトと同様シングルワイヤリン
グを採用。信号経路をシンプルに
することで、クロスオーバーにネ
ガティブな影響を及ぼさない配慮
がなされています。ターミナルは
使いやすさと確実な結線が可能
な、スペードプラグとバナナプラ
グに対応しています。

上部のエンクロージャーは下部の
エンクロージャーとアルミ製軸受
けにより完全に分離。また、左右
に調整が可能となっており、低域
を設置する部屋の特性に合わせた
後、ミッドレンジ / ツィーターを
スウィートスポットに向かって調
整する事が可能です。これは部屋
のコンディションに応じた完璧な
セッティングを行う事が可能な事
を意味しています。

ドイツEton 社と協力し、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」を採用。ミッドレンジ・ユニットと同じくク
モの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
に湾曲させたラバーエッジは、駆動力を損なう事無く的確に素材へと伝え、パ
ワーとスピード、繊細さをも兼ね備えた低音を再生します。また、最上部のウ
ーハーは下部２本のウーハーとキャビネット内で分離され、それぞれ独自のチ
ャンバーとバスレフポートを持っています。250Hz 以下の低域を受け持ちます
が、このセパレートされたキャビネット構造により相互の干渉を防ぎ、ネット
ワーク回路をさらにシンプルにすることが可能になりました。

上部の独立したエンクロージャーに
はScanSpeak 社と共同で開発され
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。

極めて平面精度が高いこのフラッ
ト型のユニットは同心円、同軸上
において位相とタイミングのずれ
を防ぎ、歪みのない緻密な音と素
速いレスポンスを実現します。半
透明のコーン部分は TPX を主に、
数種類のポリマー（樹脂）とグラス
ファイバーを混合した素材で作ら
れているオリジナル振動板であり、
高剛性・超軽量・高制動性を得て
理想的な特性を獲得しました。また、フラット型のユニットは強度的に弱い
構造ですが、放射線上に伸びる補強リブと前述の独自混合素材により、フラ
ット型ユニットの特性を持ちながらも高い強度を獲得しています。強力な大
型ネオジウム・マグネットと 50mm もの大型ボイスコイルにより駆動され、
理想的なハイスピード・ハイレスポンスを実現しました。

中心にはハンドコーテッド・ネオジウム・シルクドームツィーターをマウン
ト。この新しいフラット型同軸ユニットの採用が、クロスオーバー帯域の相
互干渉を防ぎ、美しく豊かな音の広がりを実現する LISZT のサウンドを支
えているのです。

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

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

ないと言われる天才 " フランツ・リスト "。即興を重視するピアニス

トとしてだけでなく、作曲家や指導者としても大きな功績を残しました。

素晴らしい功績に対する畏敬の念から、その名を冠した本機は
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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。フラッグ

シップ・モデルである "THE MUSIC" に初めて導入されたフラット

スパイダーコーンは、優れたユニット設計と製造に定評のある

ScanSpeak 社と協同で開発され、長年の研究により更に進化を遂げ

ました。独自の高機能樹脂により高剛性・超軽量・高制動性を獲得し

たこのユニットには、駆動するための強力な大型ネオジウム・マグネ

ットと 50mm のボイスコイルが備わっています。また、ドイツ Eton

社製 Vienna Acoustics カスタムメイド・ウーハーによって細身のキ

ャビネットからは想像できない緻密で豊かな低域を獲得。これらの革

新的なユニットによって美しいピアノ小品から、交響詩といった大編

成の作品まで余裕をもって対応できるスピーカーが完成しました。

家具のように美しく仕上げられたトラディショナルな外観と、内包さ

れた最新技術の数々。LISZT は伝統的でありながら革新的でもある、

全く新しいハイエンド・スピーカーなのです。
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成の作品まで余裕をもって対応できるスピーカーが完成しました。

家具のように美しく仕上げられたトラディショナルな外観と、内包さ

れた最新技術の数々。LISZT は伝統的でありながら革新的でもある、

全く新しいハイエンド・スピーカーなのです。

超絶的な技巧を持つ「ピアノの魔術師」
フランツ・リストの名を冠したハイエンド・モデル


