Prestige Facet series

Elipson Prestige スピーカーを刷新！
Elipson Prestige （エリプソン プレステージ）スピーカー
は、1975 年にフランスで発売以来、定評を得てきまし
た。
2016 年、「音楽性」をテーマに製品ラインナップを全
く新たな性能水準を備えた Prestige Facet (プレステ
ージ ファセット）シリーズとして、全面的に刷新しました。

定在波を最小に抑える
高密度の厚い合成繊維フォーム*

ラッカー塗装が施された
2 層構造のフロントパネル

定在波を最小に抑える
黒色合成繊維フォーム*
多面体の切子状に
立体加工されたシリコン製リング

定在波を最小に抑える
中密度の白色合成繊維フォーム*

急峻な特性を誇る
クロスオーバーフィルター

ダブル・バインディングポスト

*各フォームは定在波を最小限に抑えます

高能率で安定したインピーダンス

キャビネットの振動を
最小限に抑えるダンピング補強

２層のラッカー塗装されたフロントパネル
スピーカーのキャビネットには細心の注意が払われていま
す。ラッカー塗装されたフロントパネルは異なる厚みの 2
層構造。内側の厚い層は内部チェンバーと複数の仕切り
板によって補強されています。外装の仕上げはラッカー処
理されたフロントパネルに見合った高いクオリティを誇り
ます。

多面体に成形されたシリコン製サラウンドリング
Elipson Prestige Facet （エリプソン プレステージ ファセット）シ

Facet リング無し

リーズには、多数の革新的なテクノロジーが取り入れられてい
ます。まず、外観上で人目を惹くのは、各ドライバーユニットを
囲むダイヤモンドカットのような立体的なリング。その切子状の
仕上げが製品名「Facet」の由来でもあります。厳格な設計工
程によって最適な音響性能を獲得し、インテリアと融和するス
タイリングに仕上げられています。
各ドライバを囲んで配置され、多面体に立体加工されたシリコ
ン製リングはバッフル効果を最小限に抑え、回折を制限します。
その結果、リニア特性にすぐれたレスポンスカーブが実現し、広
帯域にわたりナチュラルなリスニング体験をもたらします。

カスタムメイドのドライブユニット
ソフトドームトゥイーターはコーティングされたシルクで作られて
います。 強力な磁気回路により高能率を実現。アルミニウム製
フェースプレートはファセットリングで適切にダンプされ、大音量
再生時においても微細な動作を損なわない機械的基準となりま
す。
ミッドレンジとウーファーは優れた機械的マッチングを有していま
す。薄膜コーティングされたペーパーコーン、低損失のラバーサ
ラウンド、凹型ダストキャップを組み合わせ、低域再生に最適なコ
ーン形状を形成しています。中域ユニットには、アルミニウム製の
フェイズプラグを設け、高域と自然に溶合う良好なクロスオーバ
ー特性を獲得しています。

Facet リング有り

高感度と安定したインピーダンス
Prestige Facet（プレステージ ファセット）スピーカーは十分な高能率を獲得し、その安定したインピーダンス特
性と合わせて、どんなアンプにも負担となることなく、高音質再生を実現します。したがって、 Prestige
Facet スピーカーの音楽性を楽しむためには、特別に強力なアンプを用意する必用が無いのです。

急峻なクロスオーバーフィルター
急峻な特性を誇るクロスオーバーは高品位なオーディオ
グレードの素子で構成。システムの重要な部分であるフィ
ルターは、音楽性と透明性を損なわないように、音響技師
によって慎重に設計されています。 Prestige Facet 用に
厳選されたフィルターは、数え切れないほどの試聴テスト
を経た研究プロセスの成果で、新しい Elipson サウンドを
生み出します。効率的な電力伝送を確実にするために、メ
タライズドポリエステルコンデンサ（MKT）、金属酸化膜抵
抗器、低 DC 抵抗インダクタ（DCR）等を採用しています。

ダブル・バインディングポスト
ダブル・バインディングポストの存在は、熱心なオーディオファン
にとってスピーカーの性能を最大限に活用するための重要事
項です。
各チャネルを個別に駆動させ、受持ち帯域ドライバの、より高精
度で効率的な動作を実現させることができます。また、バイワ
イヤリング接続によって、フィルター回路を通過させる入力信
号の伝送ロスを最小限にし、音質の改善を可能にします。
バイワイヤリングおよびバイアンプ化にも対応できるターミナ
ルは、丸みを帯びた形状が特徴で、Elipson のセンスが光りま
す。バナナプラグ、Y ラグ、裸線に対応。

最適化されたダンピング
キャビネットの振動を最小限に抑えるために、前面は厚さの異
なる２枚の木製パネルで構成されています。
フロアスタンドのキャビネットはしっかりと固定されています。
スピーカーの隠れた部分であっても、ダンピングはないがし
ろにされていません。全体のダンピングは、その機能と場所に
応じて、異なるダンピング材が施されています。そのため、低
域ドライブユニットの背後に発生する、音質劣化要因となるこ
もり音を回避するよう、キャビネット上下、および、ユニット背
面とリアバッフル間の内部定在波を大幅に減少させます。

*３種類のフォームを使用

仕上げ
Prestige Facet の仕上げは、黒、ウォルナット、白の３タイプ。
黒、あるいは白のラッカー塗装が施された二層仕上げのフロントパネルから、質感の高さは一目で実感され
るでしょう。すべてマグネット式のブラックカバー付き。

Prestige Facet 24F

Prestige Facet 14F

Facet（ファセット）シリーズの上位モデル 3.5way タイプ。洗
練されたデザインと優れた音質によって圧倒的な存在感を示
しています。

2.5way のフロアスタンドスピーカー。上位機種同様に、細部に
わたり明晰で、かつ活き活きと深みのある再生を実現。お手ご
ろな価格で、お気に入りの音楽を新たに発見できるでしょう。

Prestige Facet 24F

Prestige Facet 14F

型式

3 1/2 way バスレフ型

2 1/2 way バスレフ型

最大入力

250W RMS

150W RMS

再生周波数帯域

28Hz～25kHz

38Hz～25kHz

能率

93dB / W / m

92dB / W / m

インピーダンス

6Ω

6Ω

使用ユニット

elipson オリジナル/ラバーエッジ

elipson オリジナル/ラバーエッジ

ツイーター

25mm シルクソフトドーム

25mm シルクソフトドーム

中域ドライバ

17cm ペーパーコーン/アルミ製フェイズプラグ

17cm ペーパーコーン/アルミ製フェイズプラグ

低域ウーファー

21cm ペーパーコーン × 2

17cm ペーパーコーン × 1

クロスオーバー周波数

3.8kHz / 600Hz / 350Hz

2.5kHz / 600Hz

スピーカーターミナル

ダブル・バインディングポスト
バイワイヤリング/バイアンプ可

ダブル・バインディングポスト
バイワイヤリング/バイアンプ可

キャビネット仕様

内部補強

内部補強

付属品

スパイク、ベース（付け外し可能）

スパイク、ベース（付け外し可能）

仕上げ

フロントパネル：ラッカー仕上げ
キャビネット：MDF、ベニア樹脂

フロントパネル：ラッカー仕上げ
キャビネット：MDF、ベニア樹脂

カラー

ブラック、ホワイト、ウォルナット（フロントパネルはブラック）

ブラック、ホワイト、ウォルナット（フロントパネルはブラック）

サイズ

本体：W245 x H1116 x D370 mm *端子,スパイク含む
ベース：W 274 x H22 x D383 mm（付け外し可）

本体：W208 x H1005 x D289 mm *端子,スパイク含む
ベース：W238 x H22 x D351 mm（付け外し可）

重量

本体：26.5kg ベース：1.5kg

本体：19kg ベース：1.1kg

SKU/EAN コード

ブラック:
ウォルナット:
ホワイト:

本体価格

￥300,000/ペア（税別）

フロアスタンド

ELIPF24FBK
ELIPF24FWN
ELIPF24FWT

3760221804661
3760221804678
3760221804654

ブラック:
ウォルナット:
ホワイト:

フロアスタンド

ELIPF14FBK
ELIPF14FWN
ELIPF14FWT

￥180,000/ペア（税別）

3760221804692
3760221804760
3760221804746

Prestige Facet 8B

Prestige Facet 6B

上質な仕上げと自然で緻密なサウンドが際立つブックシェ
ルフスピーカー。狭いスペースに理想的な解決策です。

Facet シリーズの最小モデル。棚、あるいは机の上にでも簡単
に設置できます。狭いスペースに最適な PF6B は、ホームシア
ター、サラウンドシステムにも好適です。

Prestige Facet 8B

Prestige Facet 6B

型式

2 way バスレフ型

2 way バスレフ型

最大入力

85W RMS

70W RMS

再生周波数帯域

47Hz～25kHz

57Hz～25kHz

能率

91dB / W / m

90dB / W / m

インピーダンス

6Ω

6Ω

使用ユニット

elipson オリジナル/ラバーエッジ

elipson オリジナル/ラバーエッジ

ツイーター

25mm シルクソフトドーム

25mm シルクソフトドーム

中低域ウーファー

17cm ペーパーコーン/アルミ製フェイズプラグ

14cm ペーパーコーン/アルミ製フェイズプラグ

クロスオーバー周波数

2.7kH

2.8kH

スピーカーターミナル

ダブル・バインディングポスト
バイワイヤリング/バイアンプ可

ダブル・バインディングポスト
バイワイヤリング/バイアンプ可

キャビネット仕様

内部補強

内部補強

付属品

ゴム脚、ベース（付け外し可能）

ゴム脚

仕上げ

フロントパネル：ラッカー仕上げ
キャビネット：MDF、ベニア樹脂

フロントパネル：ラッカー仕上げ
キャビネット：MDF、ベニア樹脂

カラー

ブラック、ホワイト、ウォルナット（フロントパネルはブラック）

ブラック、ホワイト、ウォルナット（フロントパネルはブラック）

サイズ

本体：W208 x H346 x D324 mm *端子,ゴム脚含む
ベース：W230 x H22 x D348 mm（付け外し可）

W176 x H305 x D232 mm *端子,ゴム脚含む

重量

本体：8.2kg ベース：1.1kg

5.8kg

SKU/EAN コード

ブラック

ELIPF8BBK

3760221804753

ブラック

ELIPF6BBK

3760221804753

ウォルナット

ELIPF8BWN

3760221804760

ウォルナット

ELIPF6BWN

3760221804760

ホワイト

ELIPF8BWT

3760221804746

ホワイト

ELIPF6BWT

3760221804746

本体価格

ブックシェルフ

￥100,000/ペア（税別）

￥70,000/ペア（税別）

ブックシェルフ

Prestige Facet 11C

Prestige Facet 14C

センタースピーカーは革新的な技術を取り入れ、映画におけるセリフをニュアンスに富みリアルなものとして届けてくれます。製品名の
由来でもある切り子状のリングが一目でわかる特徴です。精細な設計プロセスによって最適な音響性能獲得し、インテリアと融和する
スタイリングに仕上げられています。
センターチャンネルスピーカーとして、それぞれ 2 基の 17cm と 14cm ドライバを搭載し、不要振動を制限し、歪みを低減する弾丸
状の位相プラグを装備。14C は最低周波数を 43 Hz まで伸長。高い耐入力特性を獲得しています。25 mm ソフトドームトゥイーター
は、緻密で正確な高域を再現します。各ドライバを囲む多面体に立体加工されたシリコン製リングはバッフル効果を減らし、回折を制
限します。その結果、非常に正確なセリフの遣り取りが再現されます。

Prestige Facet 11C

Prestige Facet 14C

型式

2 way 密閉型

2 way バスレフ型

最大入力

120W RMS

150W RMS

再生周波数帯域

55Hz～25kHz

43Hz～25kHz

能率

92dB / W / m

93dB / W / m

インピーダンス

6Ω

6Ω

使用ユニット

elipson オリジナル/ラバーエッジ

elipson オリジナル/ラバーエッジ

ツイーター

25mm シルクソフトドーム

25mm シルクソフトドーム

中低域ウーファー

14cm ペーパーコーン/アルミ製フェイズプラグ× 2

17cm ペーパーコーン/アルミ製フェイズプラグ× 2

クロスオーバー周波数

3.5kHz

3kHz

スピーカーターミナル

ダブル・バインディングポスト
バイワイヤリング/バイアンプ可

ダブル・バインディングポスト
バイワイヤリング/バイアンプ可

キャビネット仕様

内部補強

内部補強

付属品

ゴム脚

ゴム脚、ベース（付け外し可能）

仕上げ

フロントパネル：ラッカー仕上げ
キャビネット：MDF、ベニア樹脂

フロントパネル：ラッカー仕上げ
キャビネット：MDF、ベニア樹脂

カラー

ブラック、ホワイト、ウォルナット（フロントパネルはブラック）

ブラック、ホワイト、ウォルナット（フロントパネルはブラック）

サイズ

W470 x H182 x D187 mm *端子,ゴム脚含む

本体：W601 x H214 x D260 mm *端子,ゴム脚含む
ベース：W624 x H22 x D275 mm（付け外し可）

重量

8.1kg

本体：12kg ベース：2.7kg

SKU/EAN コード

ブラック
ウォルナット

ELIPF11CBK
ELIPF11CWN

3700795190395
3700795190401

ブラック
ウォルナット

ELIPF14CBK
ELIPF14CWN

3700795190425
3700795190432

ホワイト

ELIPF11CWT

3700795190388

ホワイト

ELIPF14CWT

3700795190418

本体価格

センター

￥43,000/台（税別）

￥73,000/台（税別）

センター

Prestige Facet SUB 8

Prestige Facet SUB 10

映画の再生に奥行と深みをもたらします。コンパクトで、イン
テリアに調和して溶け込みながら、求められる力を発揮する
のです。

強力で用途の広いサブウーファー。その深くて正確なベース
再生は、ホームシアター愛好家を驚かせるサウンドステージを
しっかりと下支えします。

サブウーファーは、ホームシアターシステムに欠かせない存在。Elipson SUB ウーファーは映画再生に奥行と深みをもたらすためのパ
ートナー。バスレフキャビネットに 26cm と 20cm ドライバを搭載。豊かな音圧を作り出し、リスニング体験のリアリティを圧倒的に高め
られるように設計されています。
サブウーファーとして非常にリニアな特性を獲得。ドライバの周囲には回折を制限してバッフル効果を最小化する、多面的な切子状に
立体加工されたシリコン製リングを配置しピーク・ディップの無い周波数特性に貢献。リスニング体験はより快適に、よりリアルなものに
なります。サブウーファーの底面に設けられたバスレフポートにより、サブウーファーの設置場所を選ばず、リスニングルーム全体へ
の低域周波数の拡散特性を向上させています。250W と 150W の D 級アンプを内蔵。

Prestige Facet SUB 8

Prestige Facet SUB 10

型式

クラス D アンプ内蔵
サブウーファー

クラス D アンプ内蔵
サブウーファー

最大入力

150W RMS

250W RMS

ウーファー

20cm オリジナルペーパーコーン/ラバーエッジ

26cm オリジナルペーパーコーン/ラバーエッジ

再生周波数帯域

35Hz～150kHz (±3 dB)

27Hz～150kHz (±3 dB)

サブソニックフィルター

24Hz～20kHz

24Hz～20kHz

カットオフ周波数

50Hz～150kHz

40Hz～150kHz

位相可変

-

0°～180°

スタンバイ

オートスタンバイ

オートスタンバイ

入力

Stereo line level, LFE

Stereo line level, LFE

キャビネット仕様

内部補強

内部補強

仕上げ

フロントパネル：ラッカー仕上げ
キャビネット：MDF、ベニア樹脂

フロントパネル：ラッカー仕上げ
キャビネット：MDF、ベニア樹脂

カラー

ブラック、ホワイト、ウォルナット（フロントパネルはブラック）

ブラック、ホワイト、ウォルナット（フロントパネルはブラック）

サイズ

W321 x H383 x D387 mm *端子,ゴム脚含む
（ベース部：W350 x D405 mm）

W375 x H430 x D447 mm *端子,ゴム脚含む
（ベース部：W405 x D470 mm）

重量

15kg

23.3kg

SKU/EAN コード

ブラック

ELIPFSUB8BK

3700795190500

ブラック

ELIPFSUB10BK

3700795190531

ウォルナット

ELIPFSUB8WN

3700795190517

ウォルナット

ELIPFSUB10WN

3700795190548

ホワイト

ELIPFSUB8WT

3700795190494

ホワイト

ELIPFSUB10WT

3700795190524

本体価格

￥85,000/台（税別）

バスレフ型

￥120,000/台（税別）

バスレフ型

DOLBY ATMOS TECHNOLOGY
PF 6ATM コンパクトスピーカーは、天井に取付けず、フロアスタンドスピーカーの上に置いて使用するイネーブルドスピーカーとして、特
別に設計されました。放射される音軸中心を適切に天井に向け、Blu-ray 映画作品音声フォーマットである Dolby Atmos のサラウンド
サウンドを効果的に再現します。従来の 5.1 システムのサウンドに垂直方向の音源を追加するのと同等の再生環境を創出し、リスナー
に未体験のリアリティと本物の臨場感をお届けします。

設計
•

ドルビーラボラトリーズからのライセンスに基づき製造

•

ドルビーアトモスの最新技術ガイドラインに準拠して特
別に開発

ATMOSスピーカーの利点
•

フロアスタンド型フロントスピーカー上や、リアチャンネ
ル用のスピーカーの上に置くだけの容易な設置

•

天井に向けられた音軸中心の最大音圧レベル

•

天井からの反射音が臨場感あふれるアトモスオーディ
オ効果を実現

Elipson Prestige Facet 6ATM を使用することで、ホームシアターは全く新しい体験をもたらします。これらのスピーカーは、マルチチ
ャンネルフォーマットを全帯域にわたって万全に再生し、垂直方向の音源が加わった全く新たなリスニング体験をもたらすでしょう。
エレガントなデザイン、高品位素材、高い仕上げ品質等、Prestige Facet シリーズの特徴が継承されています。音質に関して、Dolby
Atmos の認定を受け、一連の厳しい基準を満たしています。
スピーカーは充実した中低域再生を実現できるよう、密閉エンクロージャに 14cm ドライバを装備。コーンの不要な振動を抑え、歪み
を減らすようドライバ中央に弾丸型フェイズプラグを装備。さらには、ドライバ周囲に多面的にデザインされたシリコン製サラウンドリン
グを配置し、バッフル効果の低減と、回折を抑制しています。
極めて有効な指向特性を実現するよう、正面に 25 mm ソフトドームトゥイーターを配置。それによって方向感をもたらす中高域の音波
は側方に拡散せずに、リスナーに向かって天井から適切に反射されます。15°のアングルこそ、フロアスタンドスピーカーの上に置くだけ
で、サラウンドサウンド効果を最適な条件でもたらす鍵であり、新たなサラウンドフォーマットがもたらすリアルな視聴体験が手軽に実
現するのです。再生周波数帯域は高性能スピーカーと同等の 65 Hz〜25 kHz（±3 dB）です。

SURROUND DIPOLE SPEAKERS
PF7SR サラウンドサウンドスピーカーは、ホームシアターを構成して万全なサラウンド効果を発揮できるよう設計されています。
取付け位置から異なる方向に音が拡散されるようドライバは配置され、映画再生はもとより、TV 番組からコンサートまでライブ
感あふれるサラウンドサウンドを再現するための必須アイテムです。
設計
•
両スピーカーのツイーター間の位相差（ダイポール原理）
•

ホーン搭載のツイーターユニットを左右対称に配置

•

中低域ユニットは、最大限の統合を実現するためにスピー
カーの中央に取り付け、受持ちチャンネルの統一感を確保

ダイポール型スピーカーの利点
•
音波の拡散性に優れたサラウンドサウンド効果
•
サラウンドチャンネル間の良好な分離と再生帯域全体での明晰さの向上

一対の調和
•
まとまりのある音質実現のため、左右ツイーターの位相差も考慮した設計
•
クロスオーバーフィルターは、エンクロージャ―内でのツイーターと放射軸からのダイポール効果を明確化するよう設計

Elipson Prestige Facet 7 SR では、リスニングルームの側壁を活用するだけで、より臨場感のあるリスニング体験を提供します。 これ
らのスピーカーは、マルチチャンネルフォーマットの全帯域を万全に処理し、リスナーをサウンドで包み込んでしまうでしょう。 Prestige
Facet シリーズはそのトレードマークというべき、エレガントなデザイン、高品位素材、細部にわたる上質な仕上げを備えています。内
蔵のパッシブフィルターもオーディオグレードのパーツを採用し、細部にわたって質感の高いリスニング体験に貢献しています。
このサラウンドスピーカーは、ユニークなダイポールモード（モノチャンネル、あるいは 2 チャンネル）で動作させることができます。 17
cm の中低域ドライバと 2 つの 25 mm ホーン型トゥイーターが搭載され、それらの指向性を効果的に振り分けることで、驚くばかりの
リスニング体験をもたらします。 2 組のバインディングポスト入力を装備し、AV アンプのサラウンドとリアサラウンドチャンネルに接続
することもできます。
再生周波数帯域は 65 Hz～20 kHz（±3dB）。7SR スピーカーはエネルギーに満ちた再生から、微細なディテールまで、5.1ch あるいは、
7.1ch ホームシアターを実現するための理想的かつ現実的な選択肢になるでしょう。

Prestige Facet 6 ATM

Prestige Facet 7SR

PF 6ATM コンパクトスピーカーは、天井に取付けず、フロアス

PF7SR サラウンドサウンドスピーカーは、ホームシアターを構成
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Prestige Facet 6 ATM

Prestige Facet 7SR

型式

2 way 密閉型

2 way ダイポール
壁付けサラウンド用

最大入力

70W RMS

80W RMS

再生周波数帯域

65Hz～25kHz (±3 dB)

65Hz～25kHz (±3 dB)

能率

90dB / W / m

87dB / W / m

インピーダンス

6Ω

8Ω

使用ユニット

elipson オリジナル/ラバーエッジ

elipson オリジナル/ラバーエッジ

ツイーター

25mm シルクソフトドーム

25mm ホーン型 x 2

中低域ウーファー

14cm ペーパーコーン/アルミ製フェイズプラグ

14cm ペーパーコーン

スピーカーターミナル

シングル端子

シングル端子

付属品

ゴム脚

ゴム脚

仕上げ

フロントパネル：ラッカー仕上げ
キャビネット：MDF、ベニア樹脂

フロントパネル：ラッカー仕上げ
キャビネット：MDF、ベニア樹脂

カラー

ブラック、ホワイト、ウォルナット（フロントパネルはブラック）

ブラック

サイズ

W208 x H181 x D280 mm *ゴム脚含む

W380 x H220 x D170 mm *背面壁掛け突起部含む

重量

4.7kg

4.8kg

SKU/EAN コード

ブラック

ELIPF6ATMBK

3700795190470

ウォルナット
ホワイト

ELIPF6ATMWN
ELIPF6ATMWT

3700795190487
3700795190463

本体価格

ドルビーアトモス用

￥66,000/ペア（税別）

輸入総代理店フューレンコーディネート

ブラック

バスレフ型

ELIPF7SRBK

3700795198995

￥50,000/ペア（税別）

TEL：0120-004-884

www.elipson.jp

