SONETTO VIII

I

Italian Poetry
イタリアの伝統文化を伝える、
渾身のシリーズ
Sonetto“ソネット”の語源は、ルネサンス期にイタリアで創始されたと
言われる 14 行の定型詩。
日本の伝統的な短歌「5-7-5-7-7」のような美しい詩のかたちです。
「小さな歌、サウンド、メロディー」を意味するその詩形式は
多くの詩人により愛され、そして数多くの作品が産み出されました。
ソナス・ファベールの新しいコレクションは、
そのイマジネーションから
音楽を美しく奏でる“ソネット”と命名されました。
イタリアの伝統を重んじ、
文化を育むソナス・ファベール社の新プロジェクトから、
美しい“Italian Poetry～イタリアの詩”が奏でられることでしょう。

SONETTO
I

SONETTO
III

SONETTO
VIII
Stand SONETTO

SONETTO Center

Specifically
Designed Units

Inimitably Designed
Network

専用設計のユニット群

独自設計のネットワーク
◆ツイーター

ソナス・ファベール・サウンドを特徴づけるクロスオ

繊細な DKM 製シルク・ソフト

ーバー・ネットワークは、同社独自の「パラクロス・

ドームとリングラジエター

トポロジー」テクノロジーに基づく、セミバランス構

の指向特性を融合した同社

成とした 3 次ハイパス回路により各ドライバー・ユニ

独自のアローポイント・DAD

ットの位相を最適化しています

ツイーターを搭載。伸びやか

また各仕様パーツは厳選を重ねた高品位なもののみを

で澄み切った広域再生を実

使用しています。

現します。また、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。

◆ミッドレンジ
ミッドレンジは自然乾燥させた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

Reflex Port

て駆動します。ケナフやカポック、セルロースなどの天

リフレックスポート

然素材を活かしたダイア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ルで開発された技術が活
かされています。
ソネットⅠ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。

ソネット・シリーズではボトム・バスレフ構成を採用
しています。フロアスタンディング型では底面に配置
された大口径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。
ブックシェルフ型では底面からの排圧を前方に放射さ

◆ウーファー

せることで、キャビネットのサイズ感を超える低域再

軽量かつ高剛性で定評のあるアルミニウム合金製ダイア

生を実現しています。

フラムをシリーズ専用設計で採用。
ソネットⅢでは 150mm を、そしてソネットⅧでは大型キ
ャビネットに合わせて 180mm ドライバーを装着します。
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・ユニットは、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。

Structural Rigidity
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、堅牢で剛性の
高い押出成形のアルミニウム合
ミッドレンジ

ウーファー

金材を採用しています。

全てのモデルにおいて 3 仕上げから選択できます。

Matte White

Piano Black

ソネット・シリーズはソナス・ファ
ベールのアイデンティティの全て
を受け継ぎ、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 In
Italy”の誇りを持つスピーカー・
システムです。

Wood
(Walnut 突板仕上)

Specifications

SONETTO VIII

SONETTO III

●形式

3 ウェイ・5 スピーカー バスレフ方式

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

フロアスタンディング型

<高域> 29mm アローポイント

<高域> 29mm アローポイント DAD

●ドライバー・ユニット

DAD シルク・ソフトドーム

シルク・ソフトドーム

<中域> 150mm コーン型

<中域> 150mm コーン型

<低域> 3 ×180mm コーン型

<低域> 2 ×150mm コーン型

●クロスオーバー周波数

270Hz、3,000Hz

220Hz、3,250Hz

●周波数特性

36～25,000Hz

42～25,000Hz

●出力音圧レベル

90dB SPL（2.83V/1m）

89dB SPL（2.83V/1m）

●公称インピーダンス

4Ω

4Ω

●最大入力電圧

22Vrms

22Vrms

●寸法（突起部含む）

幅 420 × 奥行 438 × 高さ 1181 mm

幅 290 × 奥行 316 × 高さ 1110 mm

●重量

30.5kg / 本

18kg / 本

SONETTO I

SONETTO Center

2 ウェイ・2 スピーカー バスレフ方式

2 ウェイ・3 スピーカー バスレフ型

●形式

ブックシェルフ型
●ドライバー・ユニット

<高域> 29mm アローポイント DAD

<高域> 29mm アローポイント DAD

シルク・ソフトドーム型

シルク・ソフトドーム型

<中低域> 150mm コーン型

<低域> 2 × 150mm コーン型

●クロスオーバー周波数

2,500Hz

1,550Hz

●周波数特性

45～25,000Hz

60～25,000Hz

●出力音圧レベル

87dB SPL（2.83V/1m）

90dB SPL（2.83V/1m）

●公称インピーダンス

4Ω

4Ω

●最大入力電圧

20Vrms

20Vrms

●寸法（突起部含む）

幅 219 × 奥行 315 × 高さ 359 mm

幅 493 × 奥行 310 × 高さ 242 mm

●重量

7kg / 本（別売スタンド含まず）

8.3kg / 本

Stand SONETTO
●形式

SONETTO I 用スピーカー・スタンド
アルミニウム合金製、組み立て式

●寸法（スパイク含む）

幅 317 × 奥行 388 × 高さ 676mm（SONETTO I+STAND 高さ 1035mm）

●重量

4.7kg / 本

このカタログの記載内容は 2018 年 9 月現在のものです。
仕様および外観が改良のため予告なく変更されることがございます。ご了承ください。

Sonus faber 製品輸入販売元

