ATACAMA（ブランド名：アタカマ）

Sambell Engineering Ltd（社名：サンベル エンジアリング、英国）
オーディオラック

EVOQUE ECO SE

（製品名：イヴォーク エコ スペシャル エディション）
■価格
EVOQUE ECO SE 60/40 		

EVOQUE ECO SE 60/50 		

67,100円(1段、
税込)		

88,000円(1段、
税込)		

棚板
（1枚）
＋レッグ(4本）
棚板
（1枚）
＋レッグ(4本）

■ブランド概要

サンベル エンジアリング社は、1969年に航空宇宙産業に特化したエンジニアリング会社としてビジネスを開
始し、1976年にロールスロイス、GEC、ブリティッシュ・エアロスペースなどの企業へのパーツサプライヤーとな
りました。そしてこのビジネスは、80年代後半まで継続されました。

サンベル エンジアリング社のスタート当初から、
マネージングディレクターのロン・サンベル氏は、自社製品の
製造・販売を常に思い描いていました。パーツサプライヤーは、
マーケットの予測不可能な動向および納入企業の
方針に常に左右されます。独自ブランド製品の生産により、会社を安定させ経営プランを明確にし、会社の将来を
自らの手でコントロールできるからです。
1987年に革新的なデザインのスピーカースタンドの製造を開始し多くの評価を受けました。
1989年、ロン・サンベル氏の息子であり、現在のマネージング・ディレクターのカール・サンベル氏（Carl Sambell）が同社に加わりました。エンジニアリングだけでなく、セールスやマーケティングの経験もありサンベル エ
ンジアリング社の将来が彼に託される事になりました。
1992年に発表した「SE」シリーズのスピーカースタンドは、ATACAMAブランド名で発売された最初の製品で
した。
「SE」シリーズは、ヨーロッパ各国のオーディオ誌の様々な賞を受賞しました。その後イギリスのラックメー
カーとして成長していくなかで、数々のロングセラー商品を生み出してきました。
ATACAMAの製品は、素材に金属とガラスを常用してきました。
しかし2011年に木材、特に竹材を処理する新しい工場に投資を行い、これを期に次の大きな発展が始まりまし
た。この新しい素材を使用することで、全く新たなデザインの製品を生み出せる可能性を見出しました。竹材は、
適切な処理と加工方法により、従来のラックに多用されている硬質木材に勝るとも劣らない素材であり、音響特
性においても非常に優れている素材になります。
Evoque Eco SEは、棚板に竹材を使用したハイエンド・オーディコンポーネント用ラックになります。
数々の独自技術が採用され最高の音響性能を実現するよう設計されています。

英国、レスターの ATACAMA、Sambell Engineering Ltd 本社

■製品特徴
1. バンブーシェルフ
ATACAMA の高密度カーボナイズドバンブー（炭化竹）集成材は、伝統的な硬質木材と比較して優れた、振動吸収特性と共鳴制
御特性を兼ね備えた独自の微細孔構造を備えています。製造プロセス、積層、密度および全体の厚さは、音響特性を考慮され選
択されています。
竹の比重はナラの木よりも重く非常に硬いことから以前は加工の難しい素材とされていましたが、工業技術の進歩によって竹に
も集成材としての加工技術を応用することが可能になりました。
炭化竹集成材：竹材を一定サイズに切断して割竹に加工し高温と圧力をかけて竹の内部まで蒸し焼き状にします。それらの竹を
何本も機械で固定させ圧着します。

2. V.R.D.C（Vectored Resonance Deflection Channels）
シェルフ底面に 3 次元幾何学デザインの溝が彫られています。
この溝は「V」字型にカットされており、シェルフに垂直に入射する
エネルギーを水平軸に向けることで、共振のフィードバックを回避します。

3. A.S.I.S.T ダンピングガスケット
A.S.I.S.T（Atacama Sonic Isolation System Technology）
ダンピングガスケット（O リング）がレッグのトップキャップ
とボトムキャップそれぞれにに組み込まれています。これは、
アウターカラーをトップキャップとボトムキャップからアイソ
レーションし共振を抑制します。
4. レッグ・インナー・スタッドボルト
レッグ・インナー・スタッドボルトがアウターカラー内部でトッ
プキャップとボトムキャップを連結します。
このボルトは、共鳴導体として機能しメカニカルグラウンディング
によりバンブーシェルフからのエネルギーが床に放散されます。
5. カウンターウェイト
ニッケルメッキを施された銅のカウンターウェイトがレッグ・
インナー・スタッドボルトに装備されます。
このカウンターウェイトにより共振周波数をコントロールします。
6. アイソレーション・コーンスパイク
バンブーシェルフからのエネルギーが効率的に床に拡散されるようコーン形状とスパイク形状を組み合わせました。

組み合わせ例： EVOQUE ECO 60/40 4 段
ナチュラルフィニッシュ（未塗装）
		
		
		
		

280mm レッグ 1 段
260mm レッグ 2 段
BASE 1 段		

		

合計金額：￥268,400（税込）

組み合わせ例： EVOQUE ECO 60/50
ダークフィニッシュ
		

¥67,100（税込）
¥134,200（税込）
¥67,100（税込）

2段

		
		

260mm レッグ 1 段
BASE x1 段

¥88,000（税込）
¥88,000（税込）

		

合計金額：￥176,000（税込）

組み合わせ例： EVOQUE ECO 60/50
ダークフィニッシュ
		

1 段 x2

		

BASE 1 段 x2

¥176,000（税込）

		

合計金額：￥176,000（税込）

■ ATACAMA EVOQUE ECO 60/40 < サイズ W:600mm,D:400mm,H:40mm >
仕上げ ( カラー )

レッグサイズ

・ナチュラルフィニッシュ ( 未塗装 ) 160mm LEG
・ダークフィニッシュ

レッグカラー

価格

サテンブラック

67,100 円 ( 税込 )

210mm LEG

※棚板 1 枚とレッグまたは

260mm LEG

ベース 4 本セットでの価格

280mm LEG
BASE

■ ATACAMA EVOQUE ECO 60/50 < サイズ W:600mm,D:500mm,H:40mm >
※上記モデルよりも奥行きがあるタイプになります。
仕上げ ( カラー )
レッグサイズ
レッグカラー

価格

・ナチュラルフィニッシュ

160mm LEG

88,000 円 ( 税込 )

( 防汚コーティング )

210mm LEG

※棚板 1 枚とレッグまたは

・ダークフィニッシュ

260mm LEG

ベース 4 本セットでの価格

サテンブラック

280mm LEG
BASE

■仕様
素材

高密度カーボナイズドバンブー

寸法

＜ 60/40 サイズ＞ W:600mm x D:400mm x H:40mm
＜ 60/50 サイズ＞ W:600mm x D:500mm x H:40mm

シェルフ重量（1 枚）

＜ 60/40 サイズ＞ 約 6kg
＜ 60/50 サイズ＞ 約 7.5kg

耐荷重

1 システムトータル 180kg
1 段使用の場合 180kg、2 段使用時、1 段あたり 90kg
3 段使用時、1 段あたり 60kg、4 段使用時、1 段あたり 45kg

最大積載高

＊ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

（注：LEG すべてに均等に荷重がかかること。）
1255mm（最大 6 段）

〒 105-0022 東京都港区海岸 2-7-70
TEL.03-5419-1594 FAX.03-5419-1591
https://www.electori.co.jp/con_top.html

