


made in Italy

“Harmonizing the passions of

2008年にイタリアのシチリア島で設立されたAUDEL社。

創設者の建築家Walter Carzanは音楽と産業デザインの融合を模索し

様々な斬新なスピーカを世に送り出してきました。

音響工学的アプローチも独創的で、独自の特許技術CTL（Composed 

Transmission Line）の開発や、2018年には新たなIRS (Internal Rib 

System) システムの特許も取得。

最新のモデルに搭載されているIRSシステムは、キャビネット剛性の強化

と内部定在波の発生を抑制し、SB Acoustics社やSeas社の高性能

ドライバとの相乗効果で低音域から高音域に到るまで破綻する事が

ありません。

AUDELのスピーカーは優れたトランジェント特性と、プログラムソース

本来の音色を損ねることの無い非常に高音質で高表現力なシステムに

仕上げられています。

AUDEL

Music and  Industrial Design”



Symphonika

システム：  ２ウェイトールボーイ型バスレフスピーカー

キャビネット： マルチシステムEVO

  （バーチ積層材+次世代アクリル「FENIX」複合）

バッフル板： エボニー、ウォールナット、バールウォールナット

ツイーター： 29mmリングドーム型ベリリウムツイーター

ウーファー：  2 x 6.5インチウーファー

周波数特性： 35Hz~30,000Hz

音圧レベル： 92ｄB

インピーダンス： 4Ω

外寸：  220 x 410 x 1,180mm (WxDxH)

重量：  40kg/本

  

※グリルカバー別売 

birchwood

body finishcover finish

ebonyWalnutBurl
Walnut

SymphonikaはAudel独自の特許技術IRS技術を使用し、Audel伝統のバ

ーチ積層材と次世代アクリル「FENIX」を融合させた新型キャビネットを採

用した新フラッグシップトールボーイスピーカーです。

中低域ドライバにはSB AcousticのSatoriミッドウーファーを使用。コーン

にEgyptian Pappyrusを使用し、BIMAXスパイダがよりリニアな音声再生

に貢献。

ツイータにはSB AcousticのSatoriベリリウムツイーターを使用。デュアル

バランスコンプレッションチャンバー採用で、より透明感のあり自然な高

域再生を可能にしました。

スピーカベースにもAudelのノウハウを投じ、バーチ積層材、FENIX、ゴム

製Oリングを組み合わせる事により効果的にスピーカの振動とフロアを遮

断します。



MalikaPlus+

システム：  ２ウェイトールボーイ型バスレフスピーカー

キャビネット： バーチ積層材+次世代アクリルFENIX複合体

バッフル板： エボニー、ウォールナット、バールウォールナット

ツイーター： 29mmリングドーム型ツイーター

ウーファー：  2 x 140ｍｍ (5.5”) New Curv Coneウーファー

周波数特性： 35Hz~25,000Hz

音圧レベル： 92ｄB

インピーダンス： 4Ω

外寸：  200 x 1,090 x 310mm (WxHxD)

重量：  28kg/本

  

※グリルカバー別売 

birchwood

body finishcover finish

ebonyWalnutBurl
Walnut

Malika Plus +はAudel伝統のバーチ積層材と次世代アクリルパネル「

Fenix」を融合させた、新しいトールボーイスピーカです。

内部構造はAUDEL独自特許のIRSを更に進化させ、Malika mk2に比べ10

リットル増えた内部容積に対しチューニングを最適化。ウーファーユニッ

トもダブルウーファーにする事により、更に豊かな音楽表現を可能にしま

した。



Malikamk2

システム：  ２ウェイトールボーイ型バスレフスピーカー

キャビネット： バーチ積層材

バッフル板： エボニー、ウォールナット、バールウォールナット

ツイーター： 29mmリングドーム型ツイーター

ウーファー：  140ｍｍ (5.5”) New Curv Coneウーファー

周波数特性： 37Hz~25,000Hz

音圧レベル： 87.5ｄB

インピーダンス： 8Ω

外寸：  200 x 1,040 x 252mm (WxHxD)

重量：  23kg/本

  

※グリルカバー別売 

birchwood

body finishcover finish

ebonyWalnutBurl
Walnut

Malika mk2はAUDELのミドルクラストールボーイスピーカです。

エンクロージャにはバーチ積層材を使い、内部構造は特許技術のIRSを採用。

ユニットは高級ドライバとして有名なSB AcousticsとSeasを採用。

低域から高域まで広い帯域表現力が魅力です。



Magikamk2

システム：  ２ウェイブックシェルフ型バスレフスピーカー

キャビネット： バーチ積層材

バッフル板： エボニー、ウォールナット、バールウォールナット

  ART

ツイーター： 29mmリングドーム型ツイーター

ウーファー：  140ｍｍ (5.5”) New Curv Coneウーファー

周波数特性： 40Hz~25,000Hz

音圧レベル： 87.5ｄB

インピーダンス： 8Ω

外寸：  200 x 380x 288mm (WxHxD)

重量：  8.5kg/本

※専用スピーカースタンド、グリルカバー別売 

ART ebony birchwood

body finishcover finish

WalnutBurl
Walnut

Magika mk2はAUDELのブックシェルフスピーカのフラッグシップモデルです。

エンクロージャにはバーチ積層材を使い、内部構造は特許技術のIRSを採用。

ユニットは高級ドライバとして有名なSB AcousticsとSeasを採用。

高剛性エンクロージャと高音質ドライバで、非常にバランスの良い音楽を提供

します。



システム：  ２ウェイブックシェルフ型バスレフスピーカー

キャビネット： バーチ積層材

バッフル板： エボニー、ウォールナット、バールウォールナット

  ART

ツイーター： 29mmリングドーム型ツイーター

ウーファー：  100ｍｍ (4”) New Curv Coneウーファー

周波数特性： 48Hz~25,000Hz

音圧レベル： 87ｄB

インピーダンス： 8Ω

外寸：  150 x 260 x 252mm (WxHxD)

重量：  4.0kg/本

※専用スピーカースタンド、グリルカバー別売  

Sonikamk2

ART Version
ARTバージョンはAUDELがイタリアの有名デザイン会社である

Studio Mendiniとコラボし、イタリア伝統の木材のモザイク加工

技術を採用した、モダンアートを感じさせる洗練されたフロント

バッフル仕上げになっています。

ART ebony birchwood

body finishcover finish

WalnutBurl
Walnut

Sonika mk2はAUDELのブックシェルフスピーカのミドルモデルです。

エンクロージャにはバーチ積層材を使い、内部構造は特許技術のIRSを採用。

ユニットは高級ドライバとして有名なSB Acousticsを採用。

高剛性エンクロージャと高音質ドライバで非常にコストパフォーマンスが高く、

リビングルームでの音楽鑑賞に最適です。



Nikamk2

システム：  フルレンジブックシェルフ型

  ラビリンススピーカー

キャビネット： バーチ積層材

バッフル板： エボニー、ウォールナット

  バールウォールナット、ART

ドライバ：  76.2ｍｍ (3”) 竹繊維ペーパーコーン

周波数特性： 60Hz~20,000Hz

音圧レベル： 86ｄB

インピーダンス： 8Ω

外寸：  132 x 210 x 180mm (WxHxD)

重量：  1.8kg/本 

※グリルカバー別売 

ART Version
ARTバージョンはAUDELがイタリアの有名デザイン会社である

Studio Mendiniとコラボし、イタリア伝統の木材のモザイク加

工技術を採用した、モダンアートを感じさせる洗練されたフロ

ントバッフル仕上げになっています。

ART ebony birchwood

body finishcover finish

WalnutBurl
Walnut



Nikamk3

システム：　  フルレンジブックシェルフ型

  ラビリンススピーカー

キャビネット：     バーチ積層材+FENIX

バッフル板： エボニー、ウォールナット

  バールウォールナット、ART

ドライバ： 　 76.2mm (3インチ）竹繊維ペーパーコーン

感度：　  87dB

インピーダンス：　 8Ω

再生周波数帯域：　 60Hz~20,000Hz

外寸：　  220x182x142cm（WxDxH）

重量：　  3.3kg

ART ebony birchwood

body finishcover finish

WalnutBurl
Walnut

Nika mk3はNika mk2を更に発展させたAudel最新のフルレンジデスクトップスピーカです。

Nika mk3のエンクロージャーには従来のバーチ複合材だけでなく、ナノテクノロジーを使用した次世代アクリル

素材「FENIX」を挟む新しい構造となっており、エンクロージャーに発生する不要な振動をより効果的に吸収する

つくりとなっています。

更にエンクロージャー内部形状も見直し、ドライバにより最適な容積やデザインにチューニングを実施。

これによりNika mk2よりもより大きな音場感を表現し、より透明感のあるサウンドを実現しました。

Nika mk3 内部構造

Nika mk3専用ベース（別売）



Technologies

IRS System
建築家のWalter氏が建物の強度を増す為やオーディオルームの音
調材として使用されるブレースに着目し、スピーカ内部にリブ加工を
施した特許技術IRS（Internal Rib System)を開発。
内部リブがエンクロージャの剛性を飛躍的に高め共振や振動を抑え
ると同時に内部の定在波の発生を抑制する事により、低音域から高
音域に到るまで破綻を招く事の無い優れたトランジェント特性と、プ
ログラムソース本来の音色を損ねることの無い、非常に高音質で高
表現力なスピーカーシステムに仕上げられています。
IRSシステムはSonika mk2、Magika mk2、Malika mk2に採用されて
います。

Birch Plywood Enclosure

Magika mk2 IRSシステム

AUDELの全てのスピーカのエンクロージャはバーチの積層材が使わ
れています。Walter氏のデザイン美学はもちろんの事、バーチは音響
的にも優れており、また密度の違う幾つもの板を使用する事によりエ
ンクロージャの振動を打ち消す効果があります。

更にウーファとツイータ設置部分には36ｍｍ厚の板厚を持たせ剛性
を確保。美しさと高音質を両立させたスピーカが誕生しました。

Accessories

Sonika mk2用スタンド　　
高さ :　773mm

ボトムベース : 　幅245mm x 奥行き315mm
トップベース : 　幅160mm x 奥行き260mm

Magika mk2用スタンド
高さ :　706mm

ボトムベース :　幅290mm x 奥行き360mm
トップベース : 　幅220mm x 奥行き300mm



Craftmanship
AUDELの全てのスピーカは様々な工程を経て9日間で製作されます。
何度もヤスリ掛けを行い表面の質感を高め、最後に5日間という日数と手間をかけて幾層もの蜜蝋ワックス掛けを行います。
AUDELのスピーカはこうしたシチリア島の木工職人達の手によって全て手作業で作られています。
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