
形式

能率

THE MUSIC

273×1,295×630 mm（スパイクフット含まず）

4way 6スピーカー

重量（１台） 82kg

サイズ（W×H×D）

推奨アンプ出力 50 ～ 500W

インピーダンス 4Ω

91.0dB

クロスオーバー 120Hz / 2.400Hz / 15,000Hz（6dB/oct）

周波数特性 22Hz - 50,000Hz

ユニット 230mm Eton製スパイダーコーンウーハー×３

25mm  

10mm   ScanSpeak製スーパーツィーター

180mm ScanSpeak製フラットスパイダーコーンミッドウーハー

ScanSpeak製ネオジウムシルクドームツィーター

￥1,900,000 - ( 税別 / 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HP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

THE MUSICは堅牢な木箱に梱包されています（1台当りの質量130kg 三辺サイズ43×88×166cm）。
つきましては、配送に別途費用がかかります。詳しくは販売店にご相談ください。お願い

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
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Model：THE MUSIC SAPELE（カラー：Sapele）
JAN：4571408310269

Model：THE MUSIC  BLACK （カラー：PianoBlack）
JAN：4571408310276

3つのレバースイッチにより、部屋
の広さに合わせた周波数特性の調
整が可能｡上部エンクロージャーの
角度調整と共に、最適なセッティ
ングを実現します。

また、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ようシ
ングルワイヤリングを採用。
ターミナルは使いやすさと確実な
結線に配慮され、スペードプラグ
とバナナプラグ双方に対応してい
ます。

INTERTECHNIK.Electronic製の
フィルムコンデンサー、誤差1%未
満のメタルフィルム抵抗、誤差
0.7%未満のインダクタなど長期間
に及ぶリスニングテストによって
選ば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。

細部にまでこだわり抜いた理想的
なネットワークが美しい曇りなき
サウンドの完成に一役買っている
事は間違いありません。

下部エンクロージャーの最上部に
はScanSpeak製10mmカスタム・メ
イド・スーパーツィーターを搭
載。ハイレゾ音源の登場により、
可聴帯域を超える超高域が人の脳
には確実に届き、サウンドレベル
を劇的に改善させる事が認知され
るようになりました。

専用に開発されたユニットが最大
50,000Hzまでの周波数特性を実現
し、全体にメリハリを与えると共
に、音が消えゆく空気感さえも確
実に再現。リスナーが音楽そのも
のに集中できる理想のサウンドを
提供します。

ド イ ツ Eton 製 Vienna Acoustics
カスタムメイド・スパイダーコー
ンウーハーを３基搭載。TPX を
ベースに高剛性・超軽量かつ最適
な特性が得られるよう調合された
ポリマー（樹脂）素材を採用。また、
スパイダーの名の通りクモの巣状
のリブで補強したユニークな手法
が更なる高剛性を実現させました。
パワー、スピード、繊細さを兼ね
備えた低音を獲得しています。

また、最上部のウーハーは下部２
基と分離された独自のチャンバー
を持っており、低域解像度の改善
に貢献しています。

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っ
て完全に分離。メモリ付のツマミを用いて正確かつ幅広い範囲で左右だけで
なく上下に調整することが可能。どのようなリスニングルームにおいても帯
域別に最適な調整が出来るため、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です。

上部エンクロージャーにはフラッ
ト型のスパイダーコーンユニット
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。中心にはネオジウム・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 THE MUSIC のサウンドを支えているのです。

ウィーンを代表する 19 世紀の天才画家クリムトの名を冠したVienna 
Acoustics（ウィーン・アコースティクス）KLIMT SERIES。「THE 
MUSIC」は「THE KISS」「BEETHOVEN FRIEZE」と並ぶクリムト
の代表作の 1つであり、1895 年に描かれた音楽への敬愛の気持ちを表
した傑作です。本機はこの素晴らしい絵画と同じ名前を与えられた
Vienna Acoustics のフラッグシップモデルです。

ザ・ミュージック。このストレートな名前が示す通り、全ての音楽を
最上のクオリティで再生する為に、一切の妥協を廃した徹底的な造り
込みが行われています。特許を取得している革命的な同軸ユニットを
はじめ、全てがカスタムメイドされた専用ユニットを使用している事
はもちろん、どのような部屋でも完璧なサウンドが得られるよう上下
のエンクロージャーを分離。同軸ユニットを搭載した上部ユニットは

上下左右にミリ単位で角度変更が可能となっており、これは音楽にお
いて最も重要な 120Hz - 15kHz 帯域を、壁などの影響が大きい低域と
は分離して調整できることを意味しています。リスニングルームの影
響を受けにくいセッティングを実現するクレバーな設計と言えるでし
ょう。エンクロージャーは空気の動きを精密に分析し、音響特性に最
大限配慮されています。そして業界最高水準の熟練した木工職人の技
が光る美しいフォルムは、圧倒的な存在感と清楚な佇まいが同居して
おり、まるで芸術作品のようです。

ウィーンという音楽発祥の地で生まれたスピーカー「THE MUSIC」。
クリムトへの畏敬の念から生まれたこのスピーカーは、その素晴らし
いサウンドによってクリムトの作品と同様に長い年月「傑作」と語り継
がれるに違いありません。
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ド イ ツ Eton 製 Vienna Acoustics
カスタムメイド・スパイダーコー
ンウーハーを３基搭載。TPX を
ベースに高剛性・超軽量かつ最適
な特性が得られるよう調合された
ポリマー（樹脂）素材を採用。また、
スパイダーの名の通りクモの巣状
のリブで補強したユニークな手法
が更なる高剛性を実現させました。
パワー、スピード、繊細さを兼ね
備えた低音を獲得しています。

また、最上部のウーハーは下部２
基と分離された独自のチャンバー
を持っており、低域解像度の改善
に貢献しています。

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っ
て完全に分離。メモリ付のツマミを用いて正確かつ幅広い範囲で左右だけで
なく上下に調整することが可能。どのようなリスニングルームにおいても帯
域別に最適な調整が出来るため、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です。

上部エンクロージャーにはフラッ
ト型のスパイダーコーンユニット
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。中心にはネオジウム・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 THE MUSIC のサウンドを支えているのです。

ウィーンを代表する 19 世紀の天才画家クリムトの名を冠したVienna 
Acoustics（ウィーン・アコースティクス）KLIMT SERIES。「THE 
MUSIC」は「THE KISS」「BEETHOVEN FRIEZE」と並ぶクリムト
の代表作の 1つであり、1895 年に描かれた音楽への敬愛の気持ちを表
した傑作です。本機はこの素晴らしい絵画と同じ名前を与えられた
Vienna Acoustics のフラッグシップモデルです。

ザ・ミュージック。このストレートな名前が示す通り、全ての音楽を
最上のクオリティで再生する為に、一切の妥協を廃した徹底的な造り
込みが行われています。特許を取得している革命的な同軸ユニットを
はじめ、全てがカスタムメイドされた専用ユニットを使用している事
はもちろん、どのような部屋でも完璧なサウンドが得られるよう上下
のエンクロージャーを分離。同軸ユニットを搭載した上部ユニットは

上下左右にミリ単位で角度変更が可能となっており、これは音楽にお
いて最も重要な 120Hz - 15kHz 帯域を、壁などの影響が大きい低域と
は分離して調整できることを意味しています。リスニングルームの影
響を受けにくいセッティングを実現するクレバーな設計と言えるでし
ょう。エンクロージャーは空気の動きを精密に分析し、音響特性に最
大限配慮されています。そして業界最高水準の熟練した木工職人の技
が光る美しいフォルムは、圧倒的な存在感と清楚な佇まいが同居して
おり、まるで芸術作品のようです。

ウィーンという音楽発祥の地で生まれたスピーカー「THE MUSIC」。
クリムトへの畏敬の念から生まれたこのスピーカーは、その素晴らし
いサウンドによってクリムトの作品と同様に長い年月「傑作」と語り継
がれるに違いありません。

Model：THE MUSIC SAPELE（カラー：Sapele）
JAN：4571408310269

Model：THE MUSIC  BLACK （カラー：PianoBlack）
JAN：4571408310276

3つのレバースイッチにより、部屋
の広さに合わせた周波数特性の調
整が可能｡上部エンクロージャーの
角度調整と共に、最適なセッティ
ングを実現します。

また、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ようシ
ングルワイヤリングを採用。
ターミナルは使いやすさと確実な
結線に配慮され、スペードプラグ
とバナナプラグ双方に対応してい
ます。

INTERTECHNIK.Electronic製の
フィルムコンデンサー、誤差1%未
満のメタルフィルム抵抗、誤差
0.7%未満のインダクタなど長期間
に及ぶリスニングテストによって
選ば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。

細部にまでこだわり抜いた理想的
なネットワークが美しい曇りなき
サウンドの完成に一役買っている
事は間違いありません。

下部エンクロージャーの最上部に
はScanSpeak製10mmカスタム・メ
イド・スーパーツィーターを搭
載。ハイレゾ音源の登場により、
可聴帯域を超える超高域が人の脳
には確実に届き、サウンドレベル
を劇的に改善させる事が認知され
るようになりました。
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形式

能率

THE MUSIC

273×1,295×630 mm（スパイクフット含まず）

4way 6スピーカー

重量（１台） 82kg

サイズ（W×H×D）

推奨アンプ出力 50 ～ 500W

インピーダンス 4Ω

91.0dB

クロスオーバー 120Hz / 2.400Hz / 15,000Hz（6dB/oct）

周波数特性 22Hz - 50,000Hz

ユニット 230mm Eton製スパイダーコーンウーハー×３

25mm  

10mm   ScanSpeak製スーパーツィーター

180mm ScanSpeak製フラットスパイダーコーンミッドウーハー

ScanSpeak製ネオジウムシルクドームツィーター

￥1,900,000 - ( 税別 / 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HP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

THE MUSICは堅牢な木箱に梱包されています（1台当りの質量130kg 三辺サイズ43×88×166cm）。
つきましては、配送に別途費用がかかります。詳しくは販売店にご相談ください。お願い

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
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に及ぶリスニングテストによって
選ば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。

細部にまでこだわり抜いた理想的
なネットワークが美しい曇りなき
サウンドの完成に一役買っている
事は間違いありません。

下部エンクロージャーの最上部に
はScanSpeak製10mmカスタム・メ
イド・スーパーツィーターを搭
載。ハイレゾ音源の登場により、
可聴帯域を超える超高域が人の脳
には確実に届き、サウンドレベル
を劇的に改善させる事が認知され
るようになりました。

専用に開発されたユニットが最大
50,000Hzまでの周波数特性を実現
し、全体にメリハリを与えると共
に、音が消えゆく空気感さえも確
実に再現。リスナーが音楽そのも
のに集中できる理想のサウンドを
提供します。

ド イ ツ Eton 製 Vienna Acoustics
カスタムメイド・スパイダーコー
ンウーハーを３基搭載。TPX を
ベースに高剛性・超軽量かつ最適
な特性が得られるよう調合された
ポリマー（樹脂）素材を採用。また、
スパイダーの名の通りクモの巣状
のリブで補強したユニークな手法
が更なる高剛性を実現させました。
パワー、スピード、繊細さを兼ね
備えた低音を獲得しています。

また、最上部のウーハーは下部２
基と分離された独自のチャンバー
を持っており、低域解像度の改善
に貢献しています。

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っ
て完全に分離。メモリ付のツマミを用いて正確かつ幅広い範囲で左右だけで
なく上下に調整することが可能。どのようなリスニングルームにおいても帯
域別に最適な調整が出来るため、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です。

上部エンクロージャーにはフラッ
ト型のスパイダーコーンユニット
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。中心にはネオジウム・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 THE MUSIC のサウンドを支えているのです。

ウィーンを代表する 19 世紀の天才画家クリムトの名を冠したVienna 
Acoustics（ウィーン・アコースティクス）KLIMT SERIES。「THE 
MUSIC」は「THE KISS」「BEETHOVEN FRIEZE」と並ぶクリムト
の代表作の 1つであり、1895 年に描かれた音楽への敬愛の気持ちを表
した傑作です。本機はこの素晴らしい絵画と同じ名前を与えられた
Vienna Acoustics のフラッグシップモデルです。

ザ・ミュージック。このストレートな名前が示す通り、全ての音楽を
最上のクオリティで再生する為に、一切の妥協を廃した徹底的な造り
込みが行われています。特許を取得している革命的な同軸ユニットを
はじめ、全てがカスタムメイドされた専用ユニットを使用している事
はもちろん、どのような部屋でも完璧なサウンドが得られるよう上下
のエンクロージャーを分離。同軸ユニットを搭載した上部ユニットは

上下左右にミリ単位で角度変更が可能となっており、これは音楽にお
いて最も重要な 120Hz - 15kHz 帯域を、壁などの影響が大きい低域と
は分離して調整できることを意味しています。リスニングルームの影
響を受けにくいセッティングを実現するクレバーな設計と言えるでし
ょう。エンクロージャーは空気の動きを精密に分析し、音響特性に最
大限配慮されています。そして業界最高水準の熟練した木工職人の技
が光る美しいフォルムは、圧倒的な存在感と清楚な佇まいが同居して
おり、まるで芸術作品のようです。

ウィーンという音楽発祥の地で生まれたスピーカー「THE MUSIC」。
クリムトへの畏敬の念から生まれたこのスピーカーは、その素晴らし
いサウンドによってクリムトの作品と同様に長い年月「傑作」と語り継
がれるに違いありません。



形式

能率

THE MUSIC

273×1,295×630 mm（スパイクフット含まず）

4way 6スピーカー

重量（１台） 82kg

サイズ（W×H×D）

推奨アンプ出力 50 ～ 500W

インピーダンス 4Ω

91.0dB

クロスオーバー 120Hz / 2.400Hz / 15,000Hz（6dB/oct）

周波数特性 22Hz - 50,000Hz

ユニット 230mm Eton製スパイダーコーンウーハー×３

25mm  

10mm   ScanSpeak製スーパーツィーター

180mm ScanSpeak製フラットスパイダーコーンミッドウーハー

ScanSpeak製ネオジウムシルクドームツィーター

￥1,900,000 - ( 税別 / 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HP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

THE MUSICは堅牢な木箱に梱包されています（1台当りの質量130kg 三辺サイズ43×88×166cm）。
つきましては、配送に別途費用がかかります。詳しくは販売店にご相談ください。お願い

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
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Model：THE MUSIC SAPELE（カラー：Sapele）
JAN：4571408310269

Model：THE MUSIC  BLACK （カラー：PianoBlack）
JAN：4571408310276

3つのレバースイッチにより、部屋
の広さに合わせた周波数特性の調
整が可能｡上部エンクロージャーの
角度調整と共に、最適なセッティ
ングを実現します。

また、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ようシ
ングルワイヤリングを採用。
ターミナルは使いやすさと確実な
結線に配慮され、スペードプラグ
とバナナプラグ双方に対応してい
ます。

INTERTECHNIK.Electronic製の
フィルムコンデンサー、誤差1%未
満のメタルフィルム抵抗、誤差
0.7%未満のインダクタなど長期間
に及ぶリスニングテストによって
選ば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。

細部にまでこだわり抜いた理想的
なネットワークが美しい曇りなき
サウンドの完成に一役買っている
事は間違いありません。

下部エンクロージャーの最上部に
はScanSpeak製10mmカスタム・メ
イド・スーパーツィーターを搭
載。ハイレゾ音源の登場により、
可聴帯域を超える超高域が人の脳
には確実に届き、サウンドレベル
を劇的に改善させる事が認知され
るようになりました。

専用に開発されたユニットが最大
50,000Hzまでの周波数特性を実現
し、全体にメリハリを与えると共
に、音が消えゆく空気感さえも確
実に再現。リスナーが音楽そのも
のに集中できる理想のサウンドを
提供します。

ド イ ツ Eton 製 Vienna Acoustics
カスタムメイド・スパイダーコー
ンウーハーを３基搭載。TPX を
ベースに高剛性・超軽量かつ最適
な特性が得られるよう調合された
ポリマー（樹脂）素材を採用。また、
スパイダーの名の通りクモの巣状
のリブで補強したユニークな手法
が更なる高剛性を実現させました。
パワー、スピード、繊細さを兼ね
備えた低音を獲得しています。

また、最上部のウーハーは下部２
基と分離された独自のチャンバー
を持っており、低域解像度の改善
に貢献しています。

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っ
て完全に分離。メモリ付のツマミを用いて正確かつ幅広い範囲で左右だけで
なく上下に調整することが可能。どのようなリスニングルームにおいても帯
域別に最適な調整が出来るため、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です。
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を配置。極めて平面精度が高いこ
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