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新ブランド「Estelon」取扱開始と 
スピーカー・システム発売のご案内 

 

お客様各位 

 

拝啓 時下ますますご健勝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篤く

御礼申し上げます。 

 

この度弊社では、北欧・バルト三国に属するエストニアより新ブランドとなる「Estelon」

(エステロン)社の国内輸入販売業務を開始いたしますとともに、同社が開発したスピーカ

ー・システムを発売致しますことをご案内申し上げます。 

ブランド導入第一作目となる製品は、歴史あるデザイン賞であり世界的にも権威のあるド

イツのレッド・ドット・デザイン賞を受賞した洗練されたデザインであり、ナチュラルで

美しいサウンドを奏でるフロアスタンディング型スピーカー・システム「YB」です。 

 

つきましては次紙資料をご高覧賜わり、ご試聴ならびにご検討いただければ幸いです。 

 

敬具 

記 

 

■ブランド名  Estelon (エステロン / エストニア） 

■機種名 / 製品名        YB フロアスタンディング型スピーカー・システム 

 

■希望小売価格     ・グロス・ブラック/グロス・ホワイト仕上げ 

2,100,000 円(税別・ペア) 

・マット・ブラック仕上げ 

1,900,000 円(税別・ペア) 

 

■発売日  2017 年(平成 29 年) 9 月 8 日 

以上 
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ロンのマスターピースサウンド」であることが保証されたもののみがユーザーの元へ届け

たちにより手作業で生み出される

豊かな空間と実像感を生成し

アルフレッド・ワシリコフ氏のアトリエで手作業により造られ

に溢れたサウンドは、

」の融合を具現化

テクノロジー 

22cm ウーファー

のミッド・ユニット

ダンピング材で補強し、ダイヤフラムの分割

に低減しています。ツイーターには高剛性でありながら軽量、高

を採用。また内部配線材には

らのユニットにより軽快で明瞭、かつパワフルなサウンドを奏でる

音響工学に基づき非対称に設計されており、絶妙なセッティングに

でにないサウンド体験を提供するでしょう。

と彼のスタッフたちは、

のものにするため、妥協を一切許さず細心の注意を払った品質管理を続けています。

ユニットは多岐に渡る測定数値に応じた左右マッ

ネットワーク群を組み合わせ

大理石パウダーなど

キャビネットに組み込まれ、総合的な検査が

ロンのマスターピースサウンド」であることが保証されたもののみがユーザーの元へ届け

たちにより手作業で生み出されるハイエンド・

実像感を生成し

 

ワシリコフ氏のアトリエで手作業により造られ

に溢れたサウンドは、豊かな

」の融合を具現化します。

ウーファー・ユニット

ユニットは、自然な響きを持つことで知られたス

ダンピング材で補強し、ダイヤフラムの分割

に低減しています。ツイーターには高剛性でありながら軽量、高

また内部配線材には

らのユニットにより軽快で明瞭、かつパワフルなサウンドを奏でる

音響工学に基づき非対称に設計されており、絶妙なセッティングに

でにないサウンド体験を提供するでしょう。

と彼のスタッフたちは、エステロン製品の品質を最高

のものにするため、妥協を一切許さず細心の注意を払った品質管理を続けています。

に応じた左右マッ

ネットワーク群を組み合わせ、微調整が施されます。

大理石パウダーなどの複合素材をダイキャスト製法で

キャビネットに組み込まれ、総合的な検査が

ロンのマスターピースサウンド」であることが保証されたもののみがユーザーの元へ届け

ハイエンド・

実像感を生成し、素晴らしい

ワシリコフ氏のアトリエで手作業により造られ

豊かな相乗効果

します。 

・ユニットが深みのあるナチュラルな

響きを持つことで知られたス

ダンピング材で補強し、ダイヤフラムの分割

に低減しています。ツイーターには高剛性でありながら軽量、高減衰特性で歪みを極限ま

また内部配線材には Kubala

らのユニットにより軽快で明瞭、かつパワフルなサウンドを奏でる Model YB

音響工学に基づき非対称に設計されており、絶妙なセッティングに

でにないサウンド体験を提供するでしょう。 

エステロン製品の品質を最高

のものにするため、妥協を一切許さず細心の注意を払った品質管理を続けています。

に応じた左右マッチングを厳密に行ったうえ

、微調整が施されます。

の複合素材をダイキャスト製法で

キャビネットに組み込まれ、総合的な検査が

ロンのマスターピースサウンド」であることが保証されたもののみがユーザーの元へ届け

ハイエンド・サウンドと美しいキャビネ

、素晴らしいサウンドステージを創り

ワシリコフ氏のアトリエで手作業により造られ

相乗効果を生み出し、

が深みのあるナチュラルな

響きを持つことで知られたス

ダンピング材で補強し、ダイヤフラムの分割振動を大幅

減衰特性で歪みを極限ま

Kubala-Sosna 社

Model YB の

音響工学に基づき非対称に設計されており、絶妙なセッティングに

エステロン製品の品質を最高

のものにするため、妥協を一切許さず細心の注意を払った品質管理を続けています。

チングを厳密に行ったうえ

、微調整が施されます。 

の複合素材をダイキャスト製法で

キャビネットに組み込まれ、総合的な検査が行われ「エステ

ロンのマスターピースサウンド」であることが保証されたもののみがユーザーの元へ届け

サウンドと美しいキャビネ

サウンドステージを創り

ワシリコフ氏のアトリエで手作業により造られる、

を生み出し、

が深みのあるナチュラルな

響きを持つことで知られたス

振動を大幅

減衰特性で歪みを極限ま

社製を

の密閉

音響工学に基づき非対称に設計されており、絶妙なセッティングに

エステロン製品の品質を最高

のものにするため、妥協を一切許さず細心の注意を払った品質管理を続けています。 

チングを厳密に行ったうえ

の複合素材をダイキャスト製法で

行われ「エステ

ロンのマスターピースサウンド」であることが保証されたもののみがユーザーの元へ届け

サウンドと美しいキャビネ

サウンドステージを創り



 

 

■Estelon

 

メーカー名：

製品名：

 

形式：３ウェイ・３スピーカー、フロアスタンディング

使用ユニット：

＜ツイーター＞

＜ミッドレンジ＞

＜ウーファー＞

クロスオーバー周波数：

周波数特性：

出力音圧レベル：

公称インピーダンス：

定格入力：

最小入力：

外形寸法：幅

重量：

スピーカー端子：シングルワイヤ端子

キャビネット仕上げ

 

マグネット着脱式のグリル付属

 

希望小売価格

Estelon“YB”

メーカー名：Estelon

製品名：YB 

形式：３ウェイ・３スピーカー、フロアスタンディング

使用ユニット： 

＜ツイーター＞

＜ミッドレンジ＞

＜ウーファー＞

クロスオーバー周波数：

周波数特性：30Hz

出力音圧レベル：

公称インピーダンス：

定格入力：150W(

最小入力：30W 

外形寸法：幅 365

重量：40kg/本 

スピーカー端子：シングルワイヤ端子

キャビネット仕上げ

マグネット着脱式のグリル付属

希望小売価格：グロス・ブラック／ホワイト

” 仕様一覧

Estelon（エステロン）

形式：３ウェイ・３スピーカー、フロアスタンディング

 

＜ツイーター＞2.6cm ベリリウム製

＜ミッドレンジ＞15cm 

＜ウーファー＞22cm アルミニウム

クロスオーバー周波数：2kHz / 90Hz

Hz－40KHz

出力音圧レベル：86dB(2.83V)

公称インピーダンス：6Ω 

150W(最大) 

 

365×全高 1285

 

スピーカー端子：シングルワイヤ端子

キャビネット仕上げ：グロス・ブラック／グロス・ホワイト／マット・ブラック

マグネット着脱式のグリル付属

グロス・ブラック／ホワイト

マット・ブラック；

一覧 

（エステロン） 

形式：３ウェイ・３スピーカー、フロアスタンディング

ベリリウム製

 特殊加工スライスド・ペーパー

アルミニウム製コーン型

2kHz / 90Hz 

Hz 

86dB(2.83V) 

 

1285×奥行：430

スピーカー端子：シングルワイヤ端子 

グロス・ブラック／グロス・ホワイト／マット・ブラック

マグネット着脱式のグリル付属 

グロス・ブラック／ホワイト

マット・ブラック；

 

形式：３ウェイ・３スピーカー、フロアスタンディング

ベリリウム製ドーム型 

特殊加工スライスド・ペーパー

製コーン型 

 

430 mm 

 

グロス・ブラック／グロス・ホワイト／マット・ブラック

グロス・ブラック／ホワイト；2,100,000

マット・ブラック；1,900,000

アルフレッド・ワシリコフ氏

形式：３ウェイ・３スピーカー、フロアスタンディング・密閉

特殊加工スライスド・ペーパー製コーン型

 

グロス・ブラック／グロス・ホワイト／マット・ブラック

00,000 円(ペア・税別

1,900,000 円(ペア・税別

 

アルフレッド・ワシリコフ氏

・密閉型 

製コーン型 

グロス・ブラック／グロス・ホワイト／マット・ブラック

ペア・税別) 

ペア・税別) 

 

アルフレッド・ワシリコフ氏 近影 

グロス・ブラック／グロス・ホワイト／マット・ブラック  

 

 

 



 

 

 

 

グロス・

グロス・

グロス・ブラック

グロス・ホワイト

マット・ブラック

ブラック 

ホワイト 

マット・ブラック 


