






MAGICO  "Q1"
2-way SPEAKER SYSTEM

MAGICO Q1 は革新的なスピーカーシステム "Q5" に続く Q シリーズファミリーの最もコンパクトな Mini モデルです。
Q1 は内外ともに Q5/Q3 の血統を受け継いでいます。新しく、際立って高能率の 7 インチ口径ナノテックウーファードライバー
と新しいトゥイーター MBe-1、Q デザインプラットフォームからなるキャビネット、点音源の理想形を実現した強固なスタンド、
MAGICO の Mini スピーカーの進化形です。

Q1 は Q5/Q3 同様、完全に強化、ダンプ、ハードアノダイズ仕上げの #6061 アルミニウムと真鍮からなる完全密閉型エンクロージュ
アを持ちます。また、ドライバーユニットからすべてがインハウスコントロールのもとにデザイン、世界でも初の Nano-Tec® カーボ
ンファイバーを使用した振動板を装備する等、最先端技術で設計製造されています。Q1 の外観はシンプルでコンパクトですが、その
重量は本体 27kg、スタンド 27kg で Q5/Q3 同様システム全体がまさにコンプレッションドライバーといえます。
Q1 はフリースタンディングにより、空間に音像が浮かぶ様をもっとも享受し易いスピーカーシステムでもあります。連続的なカーブ
と広いバッフルにより物理的回折を極少にした結果、MBe-1 トゥイーターはそのバッフル効果によりベースとの一体化がなされ、ま
るでフルレンジのようなピンポイント音源を実現しています。また強固で重いスタンド / キャビネットを支えるスパイクフットなどは
Q5/Q3 にも共通するものの一つです。

ドライバーユニット：
我々は世界で最も優れたドライバーユニットを開発、実装することを目指し、ここに新しいトゥ
イーター MBe-1 を完成させました。 最新のブレイクアップモード制御されたベリリウム振動
板、チタニウムより 2.5 倍軽量で 7 倍の強度を持つ適正にダンプされたベリリウムはトゥイー
ターの為の理想的なドーム素材です。トゥイーターハウジングは大きな Q のアルミニウムフェ
イスプレートと一体でリンギングのないスムースなミッドレンジとのつながりを得ています。
結果、広い高域特性、低歪率、大きなパワーハンドリングを同時に達成させました。

ベースは MAGICO デザインの Nano-Tec® 7 インチドライバーで構成されます。この Nano-
Tec® ドライバーはすべて MAGICO で設計、製造され、コーン構造にカーボン・ナノチュー
ブを世界で最初に採用、三層振動板は Rohacell® フォームをコアとし、ナノテクカーボン繊
維でサンドイッチしています。高効率な熱伝導を持つナノテクコーンのカーボン外皮は伸長力
と弾性率双方に優れ、ハイカーボンスチールの伸長力 1.2GPa に比べ驚異的な伸長力 / 繊維引
張強さ 63GPa（Fiber tensile strength) を持っています。この高強度のコーン素材はヘリコプ
ターのローターブレードに採用されているフォームコンポジット素材と同等で、従来のチタン
サンドイッチコーンの 300％の硬度で、従来の金属ダイヤフラムとは比較にならないスピード
強度を持ちます。



その結果、外力に対する強度、セルフダンピング、リンギングの減衰、などスピーカーコーン
紙に求められるすべての点で従来のコーン紙とは比較にならない高水準値を示します。また磁
気回路は 75mm 口径のチタニウムボビンとアルミボイスコイル、ラジカルなネオジウム SD
マグネットで構成されており、全ての可動範囲において完全なピストンモーションを実現し
ています。Q シリーズでは更にインダクタンスキャンセラースリーブを装備、0.15 インチ厚、
4.9 インチ口径のカッパー / 銅スリーブがボイスコイルギャップに装備され、Q5/Q3 同様、ボ
イスコイル上での通常インダクタンスを一桁未満に低下させています。また、ハイパワーハン
ドリング能力も大幅にアップされ、ドライバーの非直線性と混変調歪みを減らします。これは
MAGICO が達成可能な限り、技術コストに妥協のない開発、完成を求める姿勢から生まれま
した。

クロスオーバー：
MAGICO のスピーカーシステムの機械的電子的要素は全て最新の CAD ツールで設計、デザ
インされています。我々はその必要とするソフトウェアも自社で開発しています。MAGICO
では電子制御同様のステップスロープを実現したフィルター回路の "Elliptical Symmetry 
Crossover" (ESXO) を開発しました。ESXO による 2 ウェイはまるで 1 本のフルレンジのよう
なサウンドイメージを実現し、ほかに類がありません。
Q シリーズのクロスオーバーパーツ / ネットワーク素材は現在最高の品質を誇る製品を採用し
ています。中でも特に抵抗 / レジスターは重要な要素です。レコード音楽は電流値が均一性な
く絶えず変化している信号です。典型的なパッシブ抵抗 / レジスターでは相当の熱を抵抗その
ものから発散します。そして抵抗の周囲でいろいろな電子パーツ、エレメントの温度を上昇させます。それはいろいろな信号レベル全
体に抵抗値の変化として大きな影響を与えます。

この望まれない影響を払拭する為に、Q シリーズでは軍用や航空宇宙用に開発された厳しい高信頼性、高安定度を満たすバルクメタ
ルフォイル抵抗 /Bulk Metal Foil resistor を世界でも初めてクロスオーバーネットワークの為に特別に設計、採用しました。この抵抗
の低温係数 (TCR) は± 2ppm/℃、超高精度で一般のどの抵抗よりも優れ、50 倍以上の長期負荷安定度を示します、結果、どのような
周波数、電圧でも安定した抵抗値を保ち正確なクロスオーバー特性をキープします。貴方はその違いをはっきりと聴き取れるでしょう。
MCap/MCap-Supreme/MCap-Supreme Silver/Gold コンデンサー、インダクション・フリーの無酸素銅フラットロールコイルをイン
ダクタンスが効率的にキャンセルされるような配置で独創的に組み合せています。またドライバー間のワイアリングは 6N 単銅線と、
我々の哲学はこうしたパーツコストにおいて妥協しません。

オールメタルエンクロージュア & 専用スタンド：
MAGICO はスピーカーデザインで最先端の #6061 系アルミニウム合金をいち早く採用したメーカーです。我々は 1994 年に最初のア
ルミニウム合金エンクロージュアを開発しました。堅く、ダンプし易く、適切にデザインされれば不活性で最高の明解さと力学をもっ
てドライバー・オペレーションから色づけを排除できる理想的なエンクロージュア素材なのです。その効果、重要性は周波数帯域と各
周波数でのレゾナンス減衰時間のプロットとして次頁にあります。いかにアルミニウム合金が優れた素材であるか、また Q シリーズ
に施された技術が高いかが明白です。エンクロージュアの不要な共振による時間対減衰量 = エネルギーロス、この図はアルミニウム
合金の優位性を示すだけではなく、手前に現れるプロット部分はすべてエネルギーロスなのです。このアルミニウム合金の採用は非常
にハイコストでありますが、我々のデザイン哲学における重要な役割を演じています。Qシリーズエンクロージュアは我々の新しいファ
クトリーで製造されています。アルミニウムと真鍮を素材に機械化された切削加工によって造られています。

楽器ボディのレゾナンス / 共振はその性質と品質を定義することにおいて不可欠な要素です。それに正反対なのがスピーカーに求めら
れる要素です。MAGICO は多くの年月をエンクロージュアの開発に費やしました。3 つの要素、スチフネス、マス、ダンプネスを従
来のコストという壁を打ち破って達成しています。エンクロージュアのフロントのみならずすべての面とエッジは研磨されて、美しい
アノダイズ加工が施されています。このエンクロージュア全体は我々の過去から現在までの機能性、美的追求の結果としてのデザイン
表現です。

MAGICO は Mini モデルもそうでしたが、スピーカースタンドの重要性を最も認識して専用スタンドを提供してきました。回析の影響、
デザイン性、強靭な支えとして、空間にエンクロージュアが浮かぶような形状、これらの条件を満たすべく、本体と同素材の #6061
アルミニウムで切削加工された Q1 のスタンドはスリムで美しく、類を見ない仕上げとなっています。

エンクロージュアインサイド：
実際にアルミニウムエンクロージュアとしての確実な設計に挑戦しています。各コンポーネント間での相互依存の加減において、すべ
ての妥協を排して我々のエンジニア、機械工と技術者間の調整がなされています。エアプレーンの内部構造にも似たこのエンクロージュ
ア内部のフレームは多くの高精度に切削加工されたパーツからなります。そのすべては一定のシーケンスとして整然と配列固定されて
います。一つの側面には数多くのスクリューホールがあります。バッフルのフィットを含めキャビネット全体で何十本もの止め具があ
ります。0.002 インチを超える差異は寛容なスタックとしてエンクロージュアが再分解されること無く組上げ完了するのに十分に貢献
します。この緻密な作業で一本を組上げるのに約一週間が費やされます。この超重量級シス
テムを支えるのは高耐腐食性に優れ、ステンレスの中でも最高硬度の SUS 440C ステンレ
ス素材、放物線カーブの高さ調整可能なスパイクを装備しています。

周波数特性とその逸材性：
この強靭な素材の密閉箱はバスレフディップなく完全なフラットレスポンスを示します。強
靭な硬質アルミニウムのキャビネットと、Nano-Tec® コーンによるダイレクトラジエター
を配した Q シリーズは大型のコンプレッションドライバーにも似て、ボイスコイルに入力
された信号を余すこと無く正確に伝達するでしょう。

ピアニッシモからフォルテッシモまで全帯域を偏った減衰を伴わず聴取者に運ぶのがスピー
カーの理想です。ボリュームを絞っても帯域バランスが崩れず、ダイナミズムに優れたサウ
ンドが実現、本当の意味でのカラーレーションレスを達成しました。



製品仕様 
■形式：2 ウェイ 2 スピーカー / 密閉型
■スタンド：専用スタンド付属（ネジ止め） 
■使用ユニット：

1 x 1 インチφ MBe-1 Tweeter
1 x 7 インチφ Nano-Tec® Woofer

■再生周波数帯域：± 3dB 32Hz 〜 50kHz
■推奨パワー：50W 以上
■能率：86dB 1W/1m
■インピーダンス：5 Ω , 4 Ω minimum @146Hz
■外形寸法：
　本体：228.6W × 360.7H × 360.7D mm
　 （D:+35mm SP terminal）
　 Total-H：1117.0H (H：35mm spike 含む）
    Base size：254.0W × 386.0D mm
■重量：27kg ( 本体）54kg ( スタンド含む )
■スピーカー端子：1 結線ポスト
■スピーカー支持：

440C ステンレス ラウンド / コーンスパイク付属
   （3 or 4 ポイント支持）  
■仕上げ：ハードアノダイズブラック
■価格：4,000,000 円（2 本 1 組 税別、送料別途）

6N solid-core copper wiringTitanium voicecoil bobbin "ESXO" Network Bulk Metal Foil resistor

Nano-Tec® driver Nano-Tec® Carbon tubes copper sleeve for low inductanceMBe-1 tweeter

Cumulative spectral decay plots of different enclosures

Aluminium onlyMAGICO "Q-Series" MDFPhoenolic

440C Stainless steel spikes

今まで我々は従来のスピーカーにおけるいくつかの妥協点を洗い直し、理想に向かって多くの技術革新を試みてきました。そして多く
の制約や妥協は Q シリーズで克服のキーストーンを示すことができたと考えています。
デザイナー Alon Wolf は生産実現可能性から市場実現可能性まで、どこのメーカーやユーザーにも妥協を強要はしませんが、自身四
半世紀のスピーカー設計キャリアにおいて、この Q シリーズは一つの頂を極めた造形物として自負しています。
最後にテクノロジーが音楽のサービスにおいて貢献できる方法を研究し続けることは我々だけでなく双方にとって幸福をもたらしま
す。 その技術、製品が適切に使用される時、その結果、ここでは Q1 ですが、音楽をこんなにリアルに楽しめる時間を与えてくれた
ことは開発した我々をさえ驚愕させました。












