


 

	                                                                                                                                                                                                                        

The Dawn of a New Standard

Whafedale EVO 4 Series



 

	                                                                                                                                                                                                                        

Wharfedaleは1932年Gilbert Briggs(ギルバート・ブリックス)氏によってイギリス ヨークシ
ャー州で設立されました。ブリックス氏は自身がピアノの名手であったことからスピーカー
を楽器として、また技術者を演奏家として1948年よりスピーカー製造に邁進しました。 
そして現在Wharfedaleの製品は世界中で「最も楽器に近いスピーカー」と評価を受け続け
ています。 

Wharfedaleより手に届く価格帯のHi-Fiスピーカーシステム 
新しいスタンダードシリーズの登場です

AMT（Air Motion Transformer）により滑らかかつ明確な高音再生を実現

トリブルドライバーは従来のソフトドーム
ツィーターと比較して再生中に移動する
エネルギー量（空気量）が多く、さらに
ＡMＴ（Air Motion Transformer）の作用
によってエネルギー量が高圧処理され低
歪みで高いS/N比を達成してます。
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 Naturally low distortion,wonderful musical detail

スロット分散ポートシステム 
高度な解析ソフトによりモデリング設計された「整流板」をポートのいくつかに付け
加えることで、キャビネットからポート部に発生する空気量を最適化します。 
低域ではレスポンスの向上と歪みが低減され、中高域では均一な周波数レスポンスに
より明確な解像度と同時に歪みの低減を実現しています。

ミッドレンジユニットは最先端素材ソフトドームを採用 
ミッドレンジユニットは独立した内部のエンクロージャーにマウントされておりユニッ
トから発生する音圧エネルギーを確実に受け止め振動による歪みを抑制しています。

ウーファーユニットは最先端ケブラーコーンを採用 
ストロークの際に発生する背圧による圧縮抵抗を受けないようコーンの背面の自由度
を高くし背圧をコントロールすることにより低歪かつ均一なストロークを可能にしま
した。

Whafedale EVO 4 Series
The Dawn of a New Standard






EVO 4.1 EVO 4.2 EVO 4.3 EVO 4.4
形式 2２-Way バスレフ ３-Way バスレフ ３-Way バスレフ ３-Way バスレフ

ツイーター 30mm×60mm AMT 30mm×60mm AMT 30mm×60mm AMT 30mm×60mm AMT 

ミッドレンジ ー 50mmソフトドーム 50mmソフトドーム 50mmソフトドーム

ウーファー 130mケブラーコーン 165mmケブラーコーン 130mmケブラーコーン×２ 165mmケブラーコーン×２

能率（２.83V @ １m） 87 dB 87 dB 88 dB 89 dB

推奨アンプパワー 25 - 100W 25 - 120W 25 - 150W 30- 200W

インピーダンス 8Ω 8Ω 8Ω 8Ω

周波数帯域（＋/− 3dB） 64Hz - 22kHz 54Hz - 22kHz 48Hz - 22kHz 44Hz - 22kHz

クロスオーバー周波数 2.9kHz 1.4kHz／3.9kHz 1.3kHz／4.3kHz 1.4kHz／4.7kHz

寸法(H×W×D)ターミナル含む H335×W210×(D285+10)mm H455×W250×(D340+10)mm H875×W210×(D285+10)mm H1060×W250×(D340+10)mm

重量（１本） 7.8kg 13.4kg 22.8kg 25.6kg

カラー
ブラックアッシュ（BL）
ウォールナット（WN）

ブラックアッシュ（BL）
ウォールナット（WN）

ブラックアッシュ（BL）
ウォールナット（WN）

ブラックアッシュ（BL）
ウォールナット（WN）

価格（本体のみ）【税別】  ¥108,000（ペア） ¥178,000（ペア） ¥288,000（ペア） ¥388,000（ペア）

JANコード（本体のみ）
4546063265506（BL）

 4546063265513（WN）
4546063265537（BL）

 4546063265544（WN）
4546063265568（BL）

 4546063265575（WN）
4546063265599（BL）

 4546063265605（WN）

	                                                                                                                                                                                                                        

Specifications

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書（安全上
の注意）」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙、など
の多いところには設置しないでください。感電等の原因となります。

お買い求めは信用ある当店へ ご注意

仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。 製品の色は、撮影、印刷インク
の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。ご了承ください。 Wharfedaleの商品には保証
書がついています。必要事項をご記入の上、大切に保管してください。 ケーブルは付属していません。
設置料、送料は別途となります。 掲載内容は2019年4月現在です。

株式会社ロッキーインターナショナル 
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-27-13

    TEL:03-5850-6960  FAX:03-5850-6970

    http://www.rocky-international.co.jp/

http://www.rocky-international.co.jp
http://www.rocky-international.co.jp

