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ソナス・ファベール社
新製品発売のご案内
お客様
客様各位

拝啓

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

厚く御礼申し上げます。
この度弊社では、
この度弊社では、昨年 9 月の
の発売以来、大変ご好評頂いております
発売以来、大変ご好評頂いておりますイタリア／ソナス・ファベール
発売以来、大変ご好評頂いております
ア／ソナス・ファベール
社の “Sonetto (ソネット)”
(
シリーズに、新たな
シリーズに、新たなモデルを追加
を追加発売いたします
いたしますのでご案内申し上げ
のでご案内申し上げ
ます。
。
追加モデル
モデルとして
として、フロア型スピーカー、ブックシェルフ型スピーカー
、フロア型スピーカー、ブックシェルフ型スピーカー、マルチチャンネル展開に対
、フロア型スピーカー、ブックシェルフ型スピーカー 、マルチチャンネル展開に対
応するセンター
応するセンター・スピーカー、そして壁面
スピーカー、そして壁面に
スピーカー、そして壁面に取り付けが可能なウォール
が可能なウォール・スピーカーの
が可能なウォール スピーカーの 4 モデルとな
ります。
ります。既発売のモデルと同様、全て「メイド・イン・イタリー」
既発売のモデルと同様、全て「メイド・イン・イタリー」
既発売のモデルと同様、全て「メイド・イン・イタリー」であり同社の最新技術や伝統的な技
同社の最新技術や伝統的な技
巧を惜しみなく投入したモデルとなります。
つきましては添付の資料をご高覧いただき、
つきましては添付の資料をご高覧いただき、ご試聴
ご試聴ならびにご
ご検討いただ
だけましたら
ら幸甚
に存じ
じます。
敬具

記
■ブランド名
Sonus faber （ソナス・ファベール／イタリア）
■機種名
機種名/製品名
製品名
Sonetto Ⅴ (ソネット
ソネット 5) / フロアスタンディング型スピーカー・システム
Sonetto Ⅱ (ソネット
ソネット 2) / ブックシェルフ型スピーカー・システム
Sonetto Wall (ソネット・ウォール
(
・ウォール) / 壁掛け
壁掛け型スピーカー・システム
型スピーカー・システム
Sonetto Center Ⅱ (ソネット・センター
ソネット・センター2
2) / センタースピーカー・システム
■希望小売価格
■希望小売価格((税別)
Sonetto Ⅴ (ソネット
ソネット 5)

¥660,000
,000- （ペア）

Sonetto Ⅱ (ソネット
ソネット 2)

¥284,000
,000- （ペア）

Sonetto Wall (ソネット・ウォール
(
・ウォール)

¥148,000
,000-

Sonetto Center Ⅱ (ソネット・センター
ソネット・センター2
2)

¥290,000
,000- （１本）

■キャビネット仕上げ

（1 本）
本

“Wood
Wood”/“Piano
Piano Black
Black”
”/“Matte
Matte White”
White

各製品とも上記３タイプよりお選びいただけます。
すべての仕上げが同一価格です。
■発売日
発売日

2019 年（平成 31
1 年） 2 月 21 日
以上

Wood

Piano Black

Matte White

（ウッド）

（ピアノ・ブラック）

（マット・ホワイト）

Walnut 突板仕上

■人気の
人気の Sonetto“ソネット”シリーズに新たなモデルが追加
Sonetto“ソネット”シリーズに新たなモデルが追加
2018 年 9 月の発売以来、大変ご好評いただいております、イタリア / Sonus faber の
“Sonetto
Sonetto”シリーズに新モデルが追加されます。
”シリーズに新モデルが追加されます。
主な追加モデルは
主な追加モデルはフロアスタンディング型の“
フロアスタンディング型の“
フロアスタンディング型の“Sonetto
Sonetto Ⅴ”、ブックシェルフ型の
“Sonetto
Sonetto Ⅱ”です
です。
既発売のソネットⅢ、ソネットⅠよりもウーファーユニットを大口径化、それに合わせて
既発売のソネットⅢ、ソネットⅠよりもウーファーユニットを大口径 、それに合わせて
キャビネット容量も増し、よりダイナミクス豊かになった 2 モデルです。
他の製品同様イタリアの伝統・文化を育む
他の製品同様イタリアの伝統・文化を育むソナス・ファベール
ソナス・ファベール社
社のソネット
のソネット・シリーズが、
シリーズが、
様々な設置条件
様々な設置条件や
や環境に対応した
環境に対応したラインナップと
ラインナップとして完成し
して完成します。
ます。
その他の追加モデル
Sonetto Center Ⅱ （既存の Sonetto Center I を大型化したセンター・スピーカー）
Sonetto Wall （壁掛け用スピーカー・システム）

■ハンドメイド・イン・イタリー
イタリアの伝統であり誇りでもある木工やレザーの職人技を活かした
スピーカー意匠デザインと最新のテクノロジーを高次元で融合させています。
・進化系リュート型のキャビネットデザイン
・天然素材をふんだんに使用
・ナチュラルなサウンドデザイン
・イタリアの職人による手作業での美しく丁寧な
・イタリアの職人による手作業での美しく丁寧な仕上げ
仕上げ
・お好みに合わせてお選びいただける３仕上げ
ソネット・シリーズはこれらソナス・ファベールのアイデンティティを全て備えて誕生し
ました。全てが北イタリア・ヴィチェンツァの工房で一台一台が手作業により作られる
“Handmade
Handmade In Italy
Italy”の誇りを持つスピーカー・システムです。
”の誇りを持つスピーカー・システムです。

■“ソネット”
“ソネット”コレクション
“ソネット”
コレクション New ラインナップ

■“ソネット”コレクション
“ソネット”コレクションに盛り込まれた
“ソネット”コレクションに盛り込まれた先進
先進技術
ソネット・シリーズ
ソネット・シリーズには、ソナス・ファベール
には、ソナス・ファベール
には、ソナス・ファベールが数々の上級モデルで
数々の上級モデルで培ってきた
数々の上級モデルで培ってきた
技術を惜しみなく投入しています。

・
・専用設計のユニット群
専用設計のユニット群
「高域」
全てのソネットシリーズには、繊細な
全てのソネットシリーズには、繊細な DKM 製シルク・ソフトドームと
製シルク・ソフトドームと
シルク・ソフトドームとリング
ラジエターの指向特性
ラジエターの指向特性を融合した同社
を融合した同社
を融合した同社独自のアローポイント・
独自のアローポイント・DAD
独自のアローポイント・
ツ
ツイーター
を搭載。
を搭載。伸びやかで澄み切った広域再生を実現
伸びやかで澄み切った広域再生を実現
伸びやかで澄み切った広域再生を実現します。また、
また、メインバッフル
メインバッフル
とのデカップリングのため、当ツイーター部には粘性のある専用バッフルが与
えられています。
「中域」
ミッド
ミッドレンジ
レンジには自然乾燥させた
自然乾燥させた異種繊維のブレンドによる軽量・高剛性
異種繊維のブレンドによる軽量・高剛性
異種繊維のブレンドによる軽量・高剛性のダ
イアフラムを強力な磁気回路によって駆動します。ケナフやカポック、セルロ
イアフラムを強力な磁気回路によって駆動します。ケナフやカ ック、セルロ
ースなどの天然素材を活かしたダイヤフラムの表面は高粘度のダンピング材で
処理され残留するコーンの色付け要因を一掃しています。こちらにも上級モデ
処理され残留するコーンの色付け要因を一掃しています。 こちらにも上級モデ
ルで開発された技術が活かされています。
ルで開発された技術が活かされています。
ソネットⅧ
ソネットⅧ/Ⅴ
Ⅴ/Ⅲは全て同ユニットを使用しています。
Ⅲは全て同ユニットを使用しています。
ソネット
ソネットⅡ/Ⅰ
Ⅰでは、このドライバー・ユニットが中・低域
では、このドライバー・ユニットが中・低域
では、このドライバー・ユニットが中・低域再生を担っています。
再生を担っています。
既発売のソネットⅠでは 150mm 径
径、 今回登場したソネットⅡは 165mm 径の
ユニット搭載
ユニット搭載となります
となります。
「低域」
軽量かつ高剛性で定評
軽量かつ高剛性で定評のあるアルミニウム
のあるアルミニウム
のあるアルミニウム合金製ダイア
合金製ダイアフラム
フラムをシリーズ
シリーズ専用
設計で
設計で採用。
採用。
ソネット
ソネットⅤでは大型
では大型キャビネットに合わせて
キャビネットに合わせて
キャビネットに合わせてソネットⅧと同様の
ソネットⅧと同様の 180mm ドラ
イバーを 2 基搭載。低域信号に対し忠実な高速レスポンスを実現しています。
基搭載。低域信号に対し忠実な高速レスポンスを実現しています。
また中域、低域のドライバー・ユニットには
また中域、低域のドライバー・ユニットには、
、ダイキャスト製バスケットを採
ダイキャスト製バスケットを採
用しており強力な磁気回路での駆動に耐えうる高剛性な造りになっています。
ウーファーユニット

ミッドレンジユニット

アローポイント・
アローポイント・DAD ツイーター
イーター

・独自設計のネットワーク
独自設計のネットワーク
ソナス・ファベール・
ソナス・ファベール・サウンドを特徴づける
サウンドを特徴づける
サウンドを特徴づけるクロスオー
クロスオー
バー・ネットワーク
バー・ネットワークは、
は、同社独自の「パラクロス・トポ
独自の「パラクロス・トポ
「パラクロス・トポ
ロジー」テクノロジーに基づく、セミバランス構成とし
ロジー」テクノロジーに基づく、セミバランス構成とし
た 3 次ハイパス回路により各ドライバ
次ハイパス回路により各ドライバー・ユニットの位
ー・ユニットの位
相を最適化しています
相を最適化しています。
。

・リフレックスポート
ソネット・シリーズではボトム・バスレフ
ソネット・シリーズではボトム・バスレフ構成を採用し
を採用し
ています。
フロアスタンディング型では底面に配置された
フロアスタンディング型では 底面に配置された大口径
底面に配置された
リフレックスポートにより、各ドライバー・ユニットの
リフレックスポートにより、各ドライバー・ユニットの
背圧を適切にコントロールし、スプリアス振動の影響を
受けない豊かな低域を 360 度方向に拡散させます。
ブックシェル
ブックシェルフ型では底面からの背圧を前方に放射さ
フ型では底面からの背圧を前方に放射さ
せることで、キャビネットのサイズ感を超える
せることで、キャビネットのサイズ感を超える低域再生
低域再生
を実現しています。

フロア型

ボトム・リフレックスポート

ブックシェルフ型

・高剛性なベース部
高剛性なベース部
ベース部とスパイクに使用されるメタル材には、
ベース部とスパイク 使用されるメタル材には、
堅牢で剛性の高い押出成形のアルミニウム合金
堅牢で剛性の高い押出成形のアルミニウム合金材
を採用。

・レザー・トップ
“オリンピカ”シリーズにも採用されたレザー・トップ
“オリンピカ”シリーズにも採用されたレザー・トップ
シリーズにも採用されたレザー・トップに
には、
メーカーロゴマークが刻印され、
ロゴマークが刻印され、手縫いのステッチ
ロゴマークが刻印され、手縫いのステッチが施され
が施され
た、優しく手触りの滑らかな皮革
優しく手触りの滑らかな皮革素材
優しく手触りの滑らかな皮革素材を使用しています。
を使用しています。

■“ソネット”コレクション 仕様一覧

形式

3 ウェイ・4 スピーカー バスレフ方式 フロアスタンディング型

高域

29mm アローポイント DAD シルク・ソフトドーム

中域

150mm コーン型

低域

2 ×180mm コーン型

クロスオーバー周波数

235Hz、3,000Hz
235
3,000Hz

周波数特性

38～25,000Hz
38 25,000Hz

出力音圧レベル

90dB SPL（2.83V/1m
SPL 2.83V/1m）

公称インピーダンス

4Ω
4

最大入力電圧

22Vrms

寸法

幅 350 × 奥行 409 × 高さ 1063 mm

重量

23.8kg
23

/ 本

形式

2 ウェイ・2 スピーカー バスレフ方式 ブックシェルフ型

高域

29mm アローポイント DAD シルク・ソフトドーム型

中低域

165mm
165
コーン型

クロスオーバー周波数

2,650Hz
2,65

周波数特性

42～25,000Hz
42 25,000Hz

出力音圧レベル

87dB SPL（2.83V/1m
SPL 2.83V/1m）

公称インピーダンス

4Ω
4

最大入力電圧

20Vrms

寸法

幅 250 × 奥行 336 × 高さ 397 mm

重量

8.4kg
8

*Stand Sonetto

*Ⅰ/Ⅱ共通別売スタンド
*
別売スタンド アルミニウム合金製支柱
アルミニウム合金製支柱、組み立て式
、組み立て式

寸法

幅 350 × 奥行 388 × 高さ 685mm （最大）

重量

4.7kg / 本

/ 本（スタンド含まず）

形式

3 ウェイ・5 スピーカー バスレフ方式 センター
センター・スピーカー
スピーカー

高域

29mm アローポイント DAD シルク・ソフトドーム

中域

2 ×150mm コーン型

低域

2 ×150mm コーン型

クロスオーバー周波数

220Hz、1,65
2
650Hz

周波数特性

42～25,000Hz
42 25,000Hz

出力音圧レベル

91dB
9
SPL（2.83V/1m
2.83V/1m）

公称インピーダンス

4Ω
4

最大入力電圧

22Vrms

寸法

幅 743 × 奥行 409 × 高さ 289 mm

重量

16.3kg
1

形式

2 ウェイ・2 スピーカー 、パッシブ・ラジエーター付 壁掛け型
壁掛け

高域

29mm アローポイント DAD シルク・ソフトドーム

低域

150mm コーン型

パッシブ・ラジエーター

150mm コーン型

クロスオーバー周波数

3,800Hz
3,

周波数特性

60～25,000Hz
60 25,000Hz

出力音圧レベル

89dB SPL（2.83V/1m
SPL 2.83V/1m）

公称インピーダンス

4Ω
4

最大入力電圧

20Vrms
20

寸法

幅 291 × 奥行 163 × 高さ 500 mm

重量

4.8kg
4.8

/ 本

/ 本

(取付金具含まず
取付金具含まず)

■イメージギャラリー

■SONETTO
SONETTO 全シリーズ(赤字が追加モデル
赤字が追加モデル
赤字が追加モデル)
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