
A masterpiece designed 
with statuesque precision.

Model YB 
3-way 3-speaker system

株式会社アーク・ジョイア
〒112-0013  東京都文京区音羽1-1-7 正進社ホールディングスビル4階  03-6902-0480　www.arkgioia.com

世界には、造形の美しいスピーカー・システムが数々あります。
しかし、魅惑的な造形美と音の美しさを高次元で融合したスピーカーとなると、
そう見つかるものではありません。エステロンのモデルYBは、その例外的なスピーカーの一つです。

2010年、西はバルト海、北はフィンランド湾に面した北欧の美しい国、エストニアに
生まれたエステロン。それは、世界遺産にも認定された数々の城や城壁が歴史を物語る
首都タリンの街で育った創立者、アルフレッド・ワシリコフが、30年以上に及ぶ
スピーカー設計の経験を生かし、長年の理想を形にすべく立ち上げたブランドです。

モデルYBはそのデビューとなるスピーカー・システム。その優美なスピーカー・デザインは、
世界中のリスナーを驚かせましたが、もちろんこのモデルの目的は、その美しさを
誇示することではありません。むしろ、音楽を再生したとたんにスピーカーは消失し、
音楽の姿だけが立ち上がることこそが、エステロンの目指すもの。
視覚的な魅惑と聴覚上の喜びを、分かちがたく合一する。ワシリコフの理想は、そこにあるのです。

彫像のような美しさにこめられたスピーカーの理想。

Specifications
3ウェイ3スピーカー
フロアスタンディング密閉型
	
26mm口径ベリリウム・ドーム型
150mm口径ペーパー・コーン型
220mm口径アルミニウム・コーン型
90Hz ／ 2kHz
30Hz〜 40kHz
86dB（2.83V/1m）
6Ω
シングルワイヤリング（バナナプラグ対応）
幅365×高さ1285×奥行き430mm
40kg ／ 1本
グロス・ブラック、グロス・ホワイト、
マット・ブラック

●形式

●使用ドライバー・ユニット
　高域
　中域
　低域
●クロスオーバー周波数
●周波数特性
●出力音圧レベル
●インピーダンス
●スピーカー端子
●寸法
●重量
●キャビネット仕上げ

Engineered to perfection 
recreating the soundstage
delivering realistic experiences.
次代のスピーカーを生む、洗練のエンジアリング。

グロス・ホワイト
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改良を重ねた回路設計
エステロン・モデルYBは、密閉型3ウェイ・3スピーカー・システ
ム。ドライバー・ユニットは、いずれも精密な左右マッチングを
経た上でマウントされています。高域はデンマーク・スキャンス
ピーク社製の25mm口径ベリリウム製ドーム・ツイーター。軽量
性と強靭性を両立するために、あえてベリリウムという希少素
材を選択、音崩れなくどこまでも透明な高域再現を可能にして
います。中域もまたスキャンスピーク社製で、スライスド・ペー
パー・ダイアフラムを使用した130mm口径コーン型。ペーパー
素材を特殊グルーによってダンピングすることによりダイアフ
ラムの分割振動を劇的に低減、シルキーでナチュラルな、忠実
度の高い中・低域パフォーマンスを獲得しています。低域に
は、ノルウェイ・シアーズ社製の200mmアルミニウム・コーン型
を採用。軽量かつリジッドなメタル素材ならではの特性を活か
して音楽のエネルギーを余すところなく抽出、密閉型ならでは
の引き締まった低域再生を実現します。 
この優れたドライバー・ユニット群のポテンシャルを引き出すべ
く、クロスオーバー・ネットワーク回路はクバラソスナ製線材、テ
フロン・ハイブリッド・キャパシターなど厳選を重ねたパーツ類を
使用、エステロンのアトリエで入念にハンドメイドされています。

音響上の必然が生んだ流麗なフォルム
モデルYBを目にする人がまず驚き、次いで魅せられるのは、
その優雅にして大胆きわまるフォルムでしょう。流麗にツイスト
するエレガントなそのキャビネットは、独自開発による大理石
ベースの複合素材を使用、入念なエンジニアリングとモールド
成型を経て幾層ものペインティングとラッカリングを繰り返し、
特にグロス仕上げではハンドポリッシングによって官能的なま
でのなめらかさと輝きを獲得しています。
誰もが魅惑されるその優美なフォルムは、ドライバー・ユニット
のエネルギーを受け止める強靱性と、不要振動を分散・吸収
する制振性能を追求し、ライフライクで豊かな音場の創成を目
指す構造設計がもたらした必然の帰結なのです。

Asymmetrically modeled 
for natural bass, rich lifelike sound 
and aesthetic appeal.
音楽性と迫真性の追求が生んだ、新しいスピーカー美学。

グロス・ブラック マット・ブラック グロス・ホワイト
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