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エステロン
新製品発売
新製品発売のご案内
のご案内
客様各位
お客様

拝啓

時下ますますご健勝にお過ごしのこととお慶び申し上げます
時下ますますご健勝にお過ごしの
こととお慶び申し上げます。
こととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り

篤く御礼申し上げます。

弊社は 2017 年よりエステロン社の国内輸入販売業務を開始し、その新ブランド
その新ブランド導入第一作目と
導入第一作目と
なった「
なった「YB」では
」では、当初より日本国内の
当初より日本国内の
当初より日本国内のオーディオ・ファイルの
オーディオ・ファイルの方々から非常に高い評価を頂
オーディオ・ファイルの
から非常に高い評価を頂
いております
いております。
。そしてこの度、同社から新たに
新たに発表された
発表されたフラッグシップ
フラッグシップモデル
モデルとなるスピーカ
スピーカ
ー・システム「
ー・システム「Forza
Forza（フォルツァ）
（フォルツァ）」を発売致します。

つきましては
つきましては添付の資料をご高覧いただき、
添付の資料をご高覧いただき、ご試聴なら
らびにご検討い
検討いただけまし
ましたら幸甚に
に存じ
ます。
。何卒よろしくお願い申し上げます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記
■ブランド名

estelon（エステロン
estelon（エステロン / エストニア）
エストニア

■製品名

Forza（フォルツァ）
Forza（フォルツァ）
フロアスタンディング型 密閉方式 スピーカー・システム

■希望小売価格

￥13,800,000
13,800,000（税別・ペア）
（税別・ペア）

■仕上げ
仕上げ

ブラック・パール・グロス

※下記４仕上げ一律
４仕上げ一律価格
価格

ホワイト・パール・グロス
ダーク・シルバー・グロス
ブラック・マット
■発売日

2019 年 9 月 6 日

以上

◆エステロン
エステロン フォルツァについて
フォルツァについて
Forza(
Forza(フォルツァ
フォルツァ) イタリア語で「力」や「
イタリア語
」や「強さ」を意味するその名を冠した、
強さ」を意味するその名を冠した、
強さ」を意味するその名を冠した、北欧エス
北欧エス
トニア共和国、
トニア共和国、エステロン
エステロン社の技術と経験を惜しみなく注ぎ込んだ密閉型スピーカー・シ
社の技術と経験を惜しみなく注ぎ込んだ密閉型スピーカー・シ
ステムであり同社のフラッグシップモデル
ステムであり同社のフラッグシップモデルです。
エステロン社の創設
エステロン社の創設者であり全ての設計を担う、
者であり全ての設計を担う、
者であり全ての設計を担う、Alfred
Alfred Vassilkov(アルフレッド・ワシリコ
Vassilkov(アルフレッド・ワシリコ
フ)氏の永年
氏の永年の夢でもあった「究極のスピーカー製作
の夢でもあった「究極のスピーカー製作
の夢でもあった「究極のスピーカー製作」を具現化したこのスピーカー・シス
」を具現化したこのスピーカー・シス
テムは、力強さと雄大さ、そして音楽の持つ情熱をナチュラルに、豊かで美しく再現する
ために完成した究極のスピーカーです。
その特徴的で他に類を見ない、エレガントなデザインは美学と工学に基づく設計となって
おり、まさに完璧ともいえるスタイルです。
1 ピースの
ピースの鋳造キャビネットで構成されたデザインの
キャビネットで構成されたデザインの
キャビネットで構成されたデザインのフォルツァ
フォルツァは、
は、細部に渡りハイクオリ
ティなマ
ティなマテリアルとパーツを贅沢に使用し、ソースに刻まれた音楽に命を吹き込みます。
テリアルとパーツを贅沢に使用し、ソースに刻まれた音楽に命を吹き込みます。
オーディオルームだけでなく、リビングルームにおいてもその真価を発揮する
オーディオルームだけでなく、リビングルームにおいてもその真価を発揮するフォルツァ
フォルツァ
は、空間を上質な音楽で満たし、ラグジュアリーで贅沢な音楽体験を提供してくれるでし
ょう。

◆キャビネットについて
卓越した曲線美が特徴的な
卓越した曲線美が特徴的なフォルツァ
フォルツァの美しいキャビネットは、これまでのスピーカーと
の美しいキャビネットは、これまでのスピーカーと
は一線を画した最新素材で構成されています。
主原料となる大理石をパウダー状にし、樹脂などの複合素材と混合し鋳造成型したキャビ
主原料となる大理石をパウダー状にし、樹脂などの複合素材と混合し 鋳造成型したキャビ
ネットです。
この複合異素材
複合異素材を
を鋳造することで余計な付帯音や共鳴を排除するとともに、複雑ながら美
鋳造することで余計な付帯音や共鳴を排除するとともに、複雑ながら美
しいボディを作り上げることが実現したのです。
また、キャビネットの各ドライバー取付部は一切同じ形状をしている箇所がありません。
それは同じ形状の場所があると必ず共振周波数が発生してしまい、互いに何らかの悪影響
を与えてしまうためです。
このキャビネットはフォーミュラカーなども手掛けるマニュファクチャーで製作されてお
このキャビネットはフォーミュラカーなども手掛けるマニュファ クチャーで製作されてお
り、高品質で高精度な製品を提供いたします。

◆ドライバーについて
フォルツァ
フォルツァに搭載されるドライバーユニットは全てドイ
に搭載されるドライバーユニットは全てドイ
に搭載されるドライバーユニットは全てドイツ・Accuton
Accuton 社とパートナー・シッ
プを組み
プを組みフォルツァ
フォルツァ専用にカスタマイズ設計がなされたユニットを採用しています。
にカスタマイズ設計がなされたユニットを採用しています。
最高峰のドライバーを贅沢に使用するとともにその性能を極限まで引き出すことで透明感
と鮮度が高く、広大なサウンドステージを再現する
と鮮度が高く、広大なサウンドステージを再現するエステロン
エステロンサウンドが奏でられます。
サウンドが奏でられます。

【ウーファー、ミッドウーファー】
低域には 250mm ウーファーを 2 基搭載。
アルミ
アルミニウム・ハニカム・サンドイッチの
ニウム・ハニカム・サンドイッチの
ニウム・ハニカム・サンドイッチの特殊構造の振動部は超軽量かつ高強度で、外周
特殊構造の振動部は超軽量かつ高強度で、外周
部のエッジを排除し独立構造とすることにより今までに例を見ないピストンモーションと
部のエッジを排除し独立構造とすることにより今までに例を見ないピス トンモーションと
音速を実現。極めて正確で歪みのないサウンドを提供します。
このドライバーにより、低域の反応速度とレスポンスを極限まで高めています。
フォルツァ
フォルツァは、ウーファーユニットを出来る限り床の近くに配置することで低音を床面と
は、ウーファーユニットを出来る限り床の近くに配置することで低音を床面と
ともに響かせ豊かで地を這うような低音再生を実現しています。
最上部に配置された 190mm ミッドウーファーは、下
ミッドウーファーは、下部のウーファーと同様のアルミ
部のウーファーと同様のアルミ
部のウーファーと同様のアルミニウ
ム・ハニカム・サンドイッチ構造のユニットを使用。
ム・ハニカム・サンドイッチ構造のユニットを使用。
床面とは反対の上部に配置することにより、様々なコンサートホールで感じられる、降り
注ぐような中低域を再現します。
【ミッドレンジ】
人間の可聴帯域の中でも最も重要な帯域を担うミッドレンジは 168mm 逆ドーム型セラミ
ック・ユニットを採用。アルミナとも呼ばれるその素材は
ック・ユニットを採用。アルミナとも呼ばれるその素材は天然ではルビーやサファイヤが
天然ではルビーやサファイヤが
生成される基
生成される基ともなっています。モース硬度
ともなっています。モース硬度 9 というダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ同ユ
ニットの振動板は音の反応速度にも優れており、滑らかでナチュラルな再生を実現します。

【ツイーター】
高域を担うツイーターには 25mm 逆ドーム型ダイヤモンドツイーターを採用。
言わずと知れた、天然素材の中では世界最高硬度を誇るダイヤモンドを非常に薄く凹状に
加工したこのドライバーは、音の速度、透明性ともに他の素材を凌駕しています。
ダイヤモンドのイメージは「輝き」
「煌びやかさ」を想像する方もおられるかもしれません
が、それは高周波歪みにより起きる事象であり
、それは高周波歪みにより起きる事象であり
、それは高周波歪みにより起きる事象であり、極限まで性能を高めたダイ
極限まで性能を高めたダイ
極限まで性能を高めたダイヤモンドツイ
ヤモンドツイ
ーターではユニットの存在感は消え音楽だけが浮かび上がります。
ーターではユニットの存在感は消え音楽だけが浮かび上がります
エステロン
エステロンでは、このダイヤ
では、このダイヤモンドツイーターの性能を極限まで
では、このダイヤモンドツイーターの性能を極限まで引き出すための
モンドツイーターの性能を極限まで 引き出すための独創的な
独創的な
キャビネットとネットワーク設計を施しています。

◆フォルツァ
フォルツァに盛り込まれたテクノロジーについて
に盛り込まれたテクノロジーについて
ツイーター、ミッドレンジは下部ウーファーから離れた場所に配置することで床面と
ツイーター、ミッドレンジは下部ウーファーから離れた場所に配置することで床面と
部ウーファーから離れた場所に配置することで床面との相
互干渉と余計な色付けを極限まで抑えた構造となっています。
また、その美しい外観からは見えない内部
また、その美しい外観からは見えない内部では、各ドライバーユニット
各ドライバーユニットが
各ドライバーユニット がエンクロージャ
エンクロージャ
ーの割合から見ると非常に小さな独自形状
ーの割合から見ると非常に小さな独自形状のチャンバーに収められています。
のチャンバーに収められています。
これにより、
これにより、各々のドライバー
各々のドライバーがエンクロージャーからの響きによる影響を一切受けない、
各々のドライバー エンクロージャーからの響きによる影響を一切受けない、
エステロン
エステロン独自のノー・レゾナンス・チャンバ
独自のノー・レゾナンス・チャンバ
独自のノー・レゾナンス・チャンバー・テクノロジーとなっています。
ー・テクノロジーとなっています。

◆内部素材について
内部配線やネットワークにも、世界最高峰のパーツ類を贅沢に採用。
例えば Kubala-Sosna
Sosna 製ケーブルや Furutech 製ハイエンドスピーカ
ーターミナル、ドイツ・ムンドルフ社製
ーターミナル、ドイツ・ムンドルフ社製キャパシター
キャパシターなどの高級
高級
コンポーネントを
コンポーネントを惜しむことなく
惜しむことなく使用しています。
使用しています。

◆エステロン
エステロン独自の専用
独自の専用フット
フット
フォルツァ
フォルツァ専用に新規設計されたフット・インシュ
専用に新規設計されたフット・インシュ
レーターは、
レーターは、床面と最適な響きを持たせるため、設
床面と最適な響きを持たせるため、設
置場所の床面に応じてスパイクと平面用のインシ
ュレーターを選択可能。
いずれも精巧に加工された金属を組み合わせる 2 重
構造となっています。

【エステロン
エステロンの追求する、パーフェクト・クオリティ】
の追求する、パーフェクト・クオリティ】
フォルツァ
フォルツァは、エストニア共和国の首都タリンに所在する同社工房にて一台一台が組み上
は、エストニア共和国の首都タリンに所在する同社工房にて一台一台が組み上
げられ、サウンドに
げられ、サウンドにおいては幾多の測定項目を経たのち最終的にはアルフレッド氏自身に
ては幾多の測定項目を経たのち最終的にはアルフレッド氏自身に
よるリスニングテストが行われます。リスニングテストをクリアしたものだけがアルフレ
ッド氏のサインが入り、バーンインの後出荷されます。
パーフェクト・クオリティを追求するエステロン
パーフェクト・クオリティを追求するエステロンの製品は、
の製品は、ほんのわずかな傷や塗装の色、
もちろんサウンド
もちろんサウンドの良し悪しも見逃さず、全てにおいて一切の妥協を許しません。
の良し悪しも見逃さず、全てにおいて一切の妥協を許しません。
私たちの元に届くものは、全てにおいて
私たちの元に届くものは、全てにおいて最高クオリティ
クオリティな製品です。
な製品です。

【エステロン社について
エステロン社について
エステロン社について】
エステロン
エステロン社は、
社は、2010 年にバルト 3 国、エストニア共和国の首都であり世界遺産にも登録
された美しい町タリンで設立されたハイエンド・オーディオメーカーです。
全ての製品を手掛けるエンジニア、Arfred
全ての製品を手掛けるエンジニア、 Arfred Vassilkov(
Vassilkov(アルフレッド・ワシリコフ
アルフレッド・ワシリコフ
アルフレッド・ワシリコフ)氏は
氏は 25
年以上の永き
年以上の永きにわたり旧ソ連、エストニアの地でオーディオ設計に携わっていました。
にわたり旧ソ連、エストニアの地でオーディオ設計に携わっていました。
かつてソビエト連邦に属していたエストニアは資源が限られ自由な製品づくりが出来ない
中、試行錯誤を繰り返していたアルフレッド
中、試行錯誤を繰り返していたアルフレッド氏は、
氏は、1991 年ソ連からのエストニア独立後、
自由な
自由な製品づくりと貿易が出来るようになり自身が培った技術と才能を開花さ
製品づくりと貿易が出来るようになり自身が培った技術と才能を開花さ
製品づくりと貿易が出来るようになり自身が培った技術と才能を開花させたのです。
せたのです。
エストニアの緑豊かな自然や広大な景観からのインスピレーションを受け、エンジニアリ
ングとデザインの美しい調和を達成しています。

アルフレッド・ワシリコフ
アルフレッド・ワシリコフ氏近影
近影

◆Specfication
Specfication
ブランド
ブランド名

estelon
stelon (エステロン
(エステロン)

製品名

Forza (フォルツァ
(フォルツァ)

形式

4way 5 スピーカー
フロアスタンディング
フロアスタンディング型 密閉方式 スピーカー・システム

ドライバー

低域：250mm
低域 250mm アルミニウム・ハニカム
ニウム・ハニカム・ユニット
ニウム・ハニカム
ト 2基

(Accuton 社製)

中低域：190mm
中低域 190mm アルミニウム・ハニカム
ニウム・ハニカム・ユニット
ニウム・ハニカム・ユニット

1基

中域：168mm
中域
セラミック・ユニット 1 基
高域：25mm
高域
ダイヤモンド・ユニット 1 基

周波数レスポンス

25
5～60,000Hz
60,000Hz

クロスオーバー周波数

80Hz、160Hz
80Hz 160Hz、2,000Hz(2kHz)
2,000Hz(2kHz)

出力音圧レベル

90dB /2.83V

公称インピーダンス

3Ω
Ω

推奨アンプ
推奨アンプ出力

20～400W
20
(クリッピングなし
クリッピングなし)
クリッピングなし

スピーカー端子

バイワイヤリング対応 (高/中域、低域
( 中域、低域)

寸法

W617 × D682 × H1675mm 150kg (1 台)
梱包サイズ W700 × D955 × H181mm 190kg (1 台)

仕上げ

ブラック・パール・グロス
ホワイト・パール・グロス
ダーク・シルバー・グロス
ブラック・マット

ホワイト・パール
ホワイト・パール・グロス
・グロス

ブラック・パール・グロス

ブラック・マット

