Piega Coax Gen2 シリーズ

◇Coax411

◇Coax611

3 ウェイ バスレフ方式
ブックシェルフスピーカー

3 ウェイ パッシブラジエーター方式
フロアスタンドスピーカー

450Hz まで再生する新開発の C112+同軸リ
ボンドライバーを搭載したブックシェルフモ
デル。
点音源に近い構成で圧倒的な空間の広が
りをご体感頂けます。

2つのウーファーユニットと、3つのパッシブラジ
エーターで C112+の中高音を支えます。しっか
りと地に足がついて安定した低域と
C112+ の組み合わせはあらゆるジャンルの音
楽を満足いくまでお楽しみ頂けます。

◇Coax８１１

◇CoaxCenter２１１

12 月発売開始予定

12 月発売開始予定

Piega Coax Gen2 シリーズの特長
●最適化技術 1 新しいダンプ材の採用
新しく開発された同軸リボンユニットは「C212+（プラス）」と呼ばれ、これまでの同軸リボンユニットの弱点を徹
底的に見直して製作されたユニットです。
同軸リボンのミッドレンジ面の裏に新たに採用したダ
ンプ材を貼付。
結果、カットオフ周波数を下げることができ、再生可
能周波数全般にわたって非常にリニアな特性を獲
得。(特に声の帯域において、よりクリアで自然な再
生音調を実現。（写真左→旧、写真右→新）

●最適化技術 2 新しいフロントプレートの採用

これまでよりも厚いプレートを採用し、そこへ細長いネオジム磁
石を取り付けるための溝を加工。
この溝にネオジムマグネットを嵌めることが可能となったため、
以前のように磁石と磁石の間を樹脂で分離しなくてもフロント
プレートにしっかりと固定することが可能になりました。
また、物理的な固定にはマイクロバブルを含むより良いダンピ
ング特性を持つソフトな接着剤を採用。
結果、フロントプレートのダンピングが改善され、音質に影響を
及ぼす微小レベルの不要な振動も圧倒的に減少。さらにセン
ターにも磁石を配置出来るようになったため、ツイーター部は
プッシュプル動作が可能になり高域の特性が改善されていま
す。（写真左→旧、写真右→新）

●第 2 世代のブレーシング技術「TIM2/ Tension Improvement Module 2」
旧 Coax シリーズに採用されていた TIM モジュール
はプッシュ構造で、キャビネット内部から外側へ向け
てテンションをかけていました。新たに開発された
TIM2 はプッシュ＆プルコンセプト、つまり内部から外
側へテンションをかけるだけでなく、内側にも引っ張
る構造で完璧にキャビネットに発生する振動を制御
します。（写真左→旧、写真右→新）

Piega Coax Gen2 シリーズ
２０２２年 10 月 22 日発売開始
モデル

Coax 411

Coax 611

構成

3 ウェイ バスレフ方式
ブックシェルフスピーカー

3 ウェイ パッシブラジエーター方式
フロアスタンドスピーカー

推奨アンプ出力

20-200W

20-250W

能率

90dB/W/m

90dB/W/m

インピーダンス

4Ω

4Ω

再生周波数特性

35Hz-50kHz

32Hz-50kHz

ユニット

新開発 C112+同軸リボン x 1
16cm UHQD ウーファー x 1（※）

新開発 C112+同軸リボン x 1
16cm UHQD ウーファー x 2（※）
16cm UHQD パッシブ x 3（※）

クロスオーバー周波
数

450Hz/3.5kHz

450Hz/3.5kHz

入力端子

WBT ターミナル バイワイヤリング可

WBT ターミナル バイワイヤリング可

サイズ

H450 x W210x D310 mm

H1170 x W210x D310 mm

重量

25kg/本

45kg/本

キャビネット

アルミ押し出し加工
新型アルミ製内部補強構造（TIM2×1）

アルミ押し出し加工
新型アルミ製内部補強構造（TIM2×5）

◆シルバー

￥1,540,000/ペア
・シルバーヘアライン
・布製シルバーグリル

価格（税込）
仕上げ

◆ブラック

￥1,650,000/ペア
・ブラックヘアライン
・布製ブラックグリル

◆ホワイト

￥1,650,000/ペア
・ホワイト塗装
・布製ホワイトグリル

オプション（税込）

STAND300￥286,000/ペア（各色）

◆シルバー

￥3,014,000/ペア（ボトムプレート付）
￥2,915,000/ペア（ボトムプレート無）
・シルバーヘアライン
・布製シルバーグリル

◆ブラック

￥3,124,000/ペア（ボトムプレート付）
￥3,025,000/ペア（ボトムプレート無）
・ブラックヘアライン
・布製ブラックグリル

◆ホワイト

￥3,124,000/ペア（ボトムプレート付）
￥3,025,000/ペア（ボトムプレート無）
・ホワイト塗装
・布製ホワイトグリル

ボトムプレート￥198,000/ペア（各色）

*Ultra Hight Quality Driver＝SEAS 社/チタン製ボイスコイル/アルミ振動板

２０２２年 12 月発売開始予定
モデル

Coax 811

Coax Center 211

構成

3 ウェイ パッシブラジエーター方式
フロアスタンドスピーカー

3 ウェイ 密閉方式
センタースピーカー

推奨アンプ出力

20-250W

20-250W

能率

92dB/W/m

90dB/W/m

インピーダンス

4Ω

4Ω

再生周波数特性

22Hz-50kHz

35Hz-50kHz

新開発 C212+同軸リボン x 1
22cm UHQD ウーファー x 2（※）
22cm UHQD パッシブ x 2（※）

新開発 C112+同軸リボン x 1
16cm UHQD ウーファー x 2（※）

クロスオーバー周波
数

500Hz/3.5kHz

450Hz/3.5kHz

入力端子

WBT ターミナル バイワイヤリング可

WBT ターミナル バイワイヤリング可

サイズ

H1240 x W290x D420 mm

H210 x W620x D310 mm

重量

63kg/本

21kg/本

キャビネット

アルミ押し出し加工
新型アルミ製内部補強構造（TIM2×4）

アルミ押し出し加工
新型アルミ製内部補強構造（TIM2×2）

ユニット

◆シルバー

￥5,401,000/ペア（ボトムプレート付）
￥5,280,000/ペア（ボトムプレート無）
・シルバーヘアライン
・布製シルバーグリル

◆ブラック
価格（税込）
仕上げ

￥5,511,000/ペア（ボトムプレート付）
￥5,390,000/ペア（ボトムプレート無）
・ブラックヘアライン
・布製ブラックグリル

◆ホワイト

￥5,511,000/ペア（ボトムプレート付）
￥5,390,000/ペア（ボトムプレート無）
・ホワイト塗装
・布製ホワイトグリル

オプション（税込）

◆シルバー

￥968,000/本
・シルバーヘアライン
・布製シルバーグリル

◆ブラック

￥1,078,000/本
・ブラックヘアライン
・布製ブラックグリル

◆ホワイト

￥1,078,000/本
・ホワイト塗装
・布製ホワイトグリル

ボトムプレート￥242,000/ペア（各色）

*Ultra Hight Quality Driver＝SEAS 社/チタン製ボイスコイル/アルミ振動板

