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Spider - Modular Anti-Vibration HiFi Furniture

L i f es ty l e  and  Des ign  i n  AV  Wor ld



Available Finishes
Black/Bamboo, Black/Black

フランスのNorStone(ノールストーン)社は、2004年の設立
以来美しいデザインと高い品質、そして適正な価格で多くの
ファンを獲得してきました。今までのラインナップはエントリー
からミドルクラスが中心でしたが、デザインの優れたハイエ
ンドモデルを望む声に応える新モデルが遂に登場です。

棚板素材は堅牢な15mm厚ブラック・ガラスと、同じく15mm
厚のバンブー(竹)の２種類をご用意。クロスデザインの支
柱上にオリジナル・ダンピングパッドを介して設置します。
各段はスパイクで分離され高いSNを実現しているだけで
なく、1段ごと追加していけるモジュラーコンセプトを採用
することで、コンポーネントの設置性の良さも獲得していま
す。エレガントなデザインと抜けの良いサウンドを両立した
NorStone社の自信作。サウンドのためにデザインを犠牲に
する時代は終わりました。NorStone Spiderがオーディオ製品
と部屋の親和性を高めてくれることでしょう。

Spider - Modular Anti-Vibration HiFi Furniture -



SPIDER 3 BAB / JAN：3700795180150
SPIDER 3 BLK / JAN：3700795180174

￥47,500 (税別)

支柱 ブラックメタル

棚板 ヴェリタブル・バンブー(竹) / ブラック強化ガラス

全体サイズ W658 x D608 x H363 mm

棚板サイズ W547 x D497 mm / 厚み 15 mm

開口部高さ 280 mm

耐荷重 50.0 kg

重量 バンブー：10.2 kg / ガラス：17.0 kg

SPIDER III  
Spider3は下部に高さ280mmまでの大型コンポーネントを
設置可能な追加モジュールです。ブラック強化ガラスとヴェ
リタブル・バンブー(竹)から選択可能。クロスデザインは、四
方に支柱を配置する設計に比べて長さが短縮される事で強
度と防振性が向上。シンプルで美しいデザインと、NorStone
史上最高のサウンドクオリティの両立に貢献しています。

SPIDER 2 BAB / JAN：3700795180181
SPIDER 2 BLK / JAN：3700795180204

￥45,000 (税別)

支柱 ブラックメタル

棚板 ヴェリタブル・バンブー(竹) / ブラック強化ガラス

全体サイズ W658 x D608 x H263 mm

棚板サイズ W547 x D497 mm / 厚み 15 mm

開口部高さ 180 mm

耐荷重 50.0 kg

重量 バンブー：9.4 kg / ガラス：16.2 kg

SPIDER II 
Spider2は下部に高さ180mmまでのコンポーネントを設置
可能な追加モジュールです。ブラック強化ガラスとヴェリタ
ブル・バンブー(竹)からお選びください。Spiderは前後左右
に空間があるため、ペアスピーカーの中心に設置する場合
も、従来の側面が埋まっているタイプに比べてラックの存在
がサウンドに与える影響が少ないのも特長です。

SPIDER 1 BAB / JAN：3700795180211
SPIDER 1 BLK / JAN：3700795180235

￥42,500 (税別)

支柱 ブラックメタル

棚板 ヴェリタブル・バンブー(竹) / ブラック強化ガラス

全体サイズ W658 x D608 x H233 mm

棚板サイズ W547 x D497 mm / 厚み 15 mm

開口部高さ 150 mm

耐荷重 50.0 kg

重量 バンブー：9.2 kg / ガラス：16.0 kg

SPIDER I 
Spider1は下部に高さ150mmまでのコンポーネントを設置
可能な追加モジュールです。棚板はブラック強化ガラスとフ
ランス語で"本物"を意味するヴェリタブル・バンブー(竹)の2
種類。部屋に華やかさをプラスする竹素材と、コンポーネン
トを引き立てるブラック強化ガラス。どちらを選んでもSNの
良いハイファイサウンドは共通です。

SPIDER BASE BAB / JAN：3700795180341
SPIDER BASE BLK / JAN：3700795180358

￥40,000 (税別)

支柱 ブラックメタル

棚板 ヴェリタブル・バンブー(竹) / ブラック強化ガラス

全体サイズ W658 x  D608 x H120 mm

棚板サイズ W547 x D497 mm / 厚み 15 mm

開口部高さ 35 mm

耐荷重 50.0 kg

重量 バンブー：8.8 kg / ガラス：15.6 kg

SPIDER BASE 
Spider Baseは床に設置する基本モジュールです。Spiderラッ
クのベース部として使用するのはもちろん、パワーアンプ用
ベースとしても優れたパフォーマンスを発揮します。棚板は
ブラック強化ガラスとフランス語で"本物"を意味するヴェリ
タブル・バンブー(竹)素材の2種類。お好みでお選びいただ
けます。



※本カタログに記載されている内容は2020年2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。  
※製品は全て組み立て式となっています。安全の為、２人以上での組み立て、設置をお勧めいたします。

株式会社ナスペック
〒500-8386 

岐阜県岐阜市薮田西1-4-5 
TEL 0120-932-455

http://naspecaudio.com
info@naspecaudio.com

Spike Plates
各製品にはアルミニウム・スパイ
クインシュレーターが付属してい
ます。別途購入する必要はありま
せん。

Genuine Bamboo
竹は外観の美しさと自然な響き、
耐久性の高さで近年注目されて
いる素材です。"本物"を意味する
ヴェリタブル・バンブーを使用し
た美しいデザイン、サウンドをお
楽しみください。

Modular Elements
NorStoneのヒットモデルBERGEN2
で好評を得たモジュラーコンセプ
トを踏襲。1段ずつ足していけるメ
リットはもちろん、2色のコンビや
コンポーネントに合わせた上下組
み替えも自由です。

Absorbant Damp50 NorStone
支柱と棚板の間には、NorStone自慢
のダンピング素材Damp50を使用。
Absorbant Pads、Isolating Spikes、
Damp50のコンビネーションがヌケ
の良さと、色付けの無いフラットなサ
ウンドの両立を実現させました。

Isolating Spikes
支柱にはアイソレーション・スパ
イクを配置。各段で振動を逃がし
ます。また支柱内には充填スペー
スも確保。市販されている様々な
充填剤を用いる事でサウンドを
調整することが可能です。

Absorbant Pads
スタック部には、独自の吸収パッ
ドが搭載されており、スパイクか
らの振動を効果的に吸収。異な
る素材の組み合わせによって固
有の響きを排除することに成功
しています。

※写真の充填剤は付属していません

Technology


