
HAYD JUBILEE
4571408315912

2WAY バスレフ型
25mm カスタムメイド・シルクドームツィーター(SEAS製)
140mm オリジナル・X3Pウーハー

45Hz - 20kHz
MKP コンデンサー (Inductors 0,7% tol.)
金属皮膜抵抗 (2% tol.,inductance free)

88dB
6Ω
30 - 180W

170×345×260(300) mm（サランネット・端子部含む)
7.1kg
ピアノ・ブラック

￥180,000 (税別 / ペア)
限定生産(日本限定数200ペア)

Specification
型番                                                
JANコード　　　　　　　　　　 

形式　　　　　　　　　               
ユニット　　　　　　　               
　　　　　　　　　　　             
　　　　　　　　　　
周波数特性　　　　　　            
クロスオーバーコンポーネント　
　　　　　　　　　　　               

能率　　　　　　　　　         
インピーダンス　　　　    
推奨アンプ出力  　　   　         

サイズ（W×H×D）　               
重量（台）　　　　　  　
カラー

価格
備考　　　　　　　　　　　 　

■本カタログに記載されている内容は2019年8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、輸入元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。 ■製品の保証修理期間はご購入から2年
です。詳しくはWeb上に掲載されている保証修理規程をご覧ください。

music through technology 30th Anniversary Model 
Haydn JUBILEE 



To all the music lovers out there 
To all our partners who inspire and support us through all the years 
To everybody who invited us to their home 
This one's for you.

Peter Gansterer 

●Custom Made Silk Dome Tweeter
Vienna Acousticsがこだわるシルクドーム・ツィーターは、SEAS
社と協同開発したJUBILEE専用カスタムメイド。職人によって
ひとつひとつ入念な手作業によって仕上げられます。

●Vienna Acoustics Original Driver
３種類の高剛性・超軽量ポリプロピレンを合成した高機能樹脂
「X3P」を使用し極めて高い制動性を実現。シリーズ最上位機種
であるBeethoven CGSEのミッドレンジ(152mm)ドライバーを
今回の記念モデルのために140mmにリデザイン。ポリマーの
調合はもちろん、強度まで再調整されました。

●Network & Cabinet
使用されるパーツは厳選されたコンデンサーや誤差1%以下の
金属皮膜抵抗などから構成され、Peter Ganstererによる妥協無
き試聴テストの繰り返しによって定数が決定されました。スピ
ーカー端子を含むほぼ全てのパーツが特別設計されたオリジ
ナルです。また多層ピアノラッカーで仕上げられた家具品質の
キャビネットはクラス最高の出来映えとなっています。

●Others
Haydn JUBILEEは使いやすさも重視して設計されました。高価
でドライブ力の高いアンプ等を選ぶ必要はありません。素晴ら
しいパフォーマンスを鳴らしやすく提供する。この事も設立以来
の目標のひとつです。

Peter Ganstererからの小さな、そして最高の贈り物。

流行のスタイルはすぐに過去のモノとなります。
音楽はそうではありません。楽器もそうではありません。
音楽を奏でるスピーカーもまた、流行を追い求めるのではなく、
長きにわたり愛用できる作品であるべきだとPeter Ganstererは考えています。

この考えは多くのお客様に共感していただき、
Vienna Acousticsは2019年に30周年を迎えました。
そして、30年間で蓄積したノウハウや、
得られた音楽性は誇れるものだと自負しています。

30年の想いが生んだ特別なモデル。
記念モデルHaydn JUBILEEをご紹介します。
このアニバーサリーモデルの最も大切なファクターは
「ありがとう」という気持ちです。
それゆえ、価格には製造コストしか含まれていません。
限定生産であり、日本へは200ペアが用意されました。

もちろん、今までのモデル同様に音楽への情熱をもって仕上げられています。
Haydn JUBILEEは、Vienna Acousticsを愛していただいた皆様への
Peter Ganstererからの贈り物と言えるでしょう。

￥180,000 (税別/ペア)
●HAYD JUBILEE  (JAN：4571408315912)

 
30th Anniversary Model 

Haydn JUBILEE
愛する音楽のために。

Vienna Acoustics(ウィーン・アコースティクス)は1989年にオーストリアのウィーンに設立されて以来、
30年間にわたりその名に恥じない音楽性豊かなスピーカーを製作してきました。
傑作スピーカーは製作チームの情熱によって生み出されます。
それは音楽そのものに対する情熱です。そして、この素晴らしいチームを束ねているのが、
創設者であり設立当初からチーフデザイナーを兼任するPeter Gansterer(ピーター・ガンシュテラー)です。

スピーカーは芸術作品です。

音を決定するための無数のパラメータ。
ユニットの設計はもちろん、多くの部品の特長を的確に把握し組み合わせる事で生まれるハーモニーが、
真のハイエンドシステムを生み出します。
高価なパーツを組み合わせても芸術作品は生まれません。
それでは音楽を奏でる楽器は完成しないのです。

Peter Ganstererは誰よりもこのことを理解しています。
オーストリアのウィーンで育ち、音響工学を学んだ彼は、音楽とその再生への熱心な信奉者です。
ウィーンに多数存在するコンサートホールを研究する事で、奏でられる音楽のダイナミクスを理解し、
その豊富な経験が数々のイノベイティブな技術を生みだしてきました。

画期的なオリジナル素材、妥協を許さないパーツ選別、振動にまで徹底的に配慮された美しいキャビネット。
ターミナルや内部配線、脚部にいたるまで。これら無数の要素を高次元で完璧に融合させる。
最も時間を要する設計作業の核心です。
それは上質な楽器の製作、バランス調整によく似ています。

才能に恵まれたごく一部の者にのみ為し得る芸術の領域に入る作業なのです。
しかし、それを生産する確かな技術がなくては、天才的な設計も無駄に終わります。
Peterの並外れた才能。そして、その才能と音楽への愛情に共感し、情熱を持って支える素晴らしい仲間。

Vienna Acousticsの製品が、長年にわたり世界のスピーカー市場で圧倒的なポジションを獲得しているのは、
一人の天才の存在と、それを支えるチームの団結力の賜物なのです。

Haydn Jubileefor the love of music
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