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L

-Acoustics の始まりは、
素粒子物理学者クリスチャン・
へイル氏がピンク・フロイドのコンサートに立ち会った

1977年までさかのぼります。
彼の音楽を愛する気持ち

と、
ピンク・フロイドのサウンドデザインへの画期的なアプロー

チをしたいという興味が相まって、
結果的に生涯の天職となっ
たのです。ヘイル氏は、1984年にL-Acousticsを設立して以

メントの世界へと広がっていきました。

礼拝堂から劇場、
スペシャルイベントまで、L-ISAのイマーシ

ブハイパーリアルデザインへの関心が高まっています。2016
年に初めて導入され、1,200万人以上が体験したL-ISAは、映

像コンテンツに正確にマッチした多次元的で極めて自然なサ

来、
サウンドのプロフェッショナルとして、
オーディエンスの体

ウンドを実現します。
L-ISAは、今日のプロダクションにおける

ント業界にサービスを提供しています。

トベースのミキシングで前例のない信憑性を提供し、比類の

験を向上できる実用的なソリューションを開発し、
ライブイベ

1992年、長年にわたる研究、実験、検証を経て、
ラインソース

サウンドが活力を与えることを認識させ、
パノラマ、
オブジェク
ない完全な次元のオーディオで、
リスナーを包み込みます。

アレイが完成しました。
それは、
スピーカーを積み上げた、

この危機は、
リスナーの体験を向上させるという私たちの使

代わる、
コンパクトで軽く、
コスト効果の高い手段でした。L-

ライブエンターテインメントの感動を家庭に届けることを目的

スロー、指向性の精度、高い明瞭度を実現することで、
ライブ

オを提供しています。
ステレオやサラウンドの構成から、画期

重く電力を大量に消費する
「音の壁」といったアプローチに

Acousticsによって発明されたラインソースアレイは、優れた

プロダクション、観客、
ミキシングエンジニアに多大なメリッ

トをもたらし、音楽業界を震撼させ、今日のライブエンター
テイメントが発展する道を切り開きました。

今、世界がCOVIDパンデミックによる壊滅的な状況から徐々

L-Acoustics Creationsは、
命を果たす機会にもなりました。

とした部門で、
住宅や建築環境に合わせたプレミアムオーディ

割を高めます。

20％以上が研究開発に専念して革新を促進しています。L-

デジタルの世界に適応することで素早くステップアップしま

した。
無料のウェビナーを毎日開催したり、
スピーカーの新製
品発表会を初めてバーチャルでグローバルに開催したり、L-

Acousticsの商品や厳選された製品を販売するeストアを開

設したり、
ウェブサイトを全面的にリニューアルしてオンライ

現状に満足しないという精神に忠実であり続け、チームの
Acousticsの電気音響に対する先駆的なアプローチは、音

響心理学、機械工学、
オートメーション、
エレクトロニクス、
ソ

フトウェア、信号処理、インストラクショナルデザインなどの
専門知識によって補完されています。

ライブイベントが徐々に復活していく中で、
ライブイベントやバ

ーチャルイベントを再構築するために、
プロサウンドコミュニ

ティに提供するサービスやソリューションの基盤を強化する取

ンでの存在感を高めました。

り組みを行っていきます。

パートナーの皆様の献身と創造力により、
L-Acousticsのシス

L-Acoustics は、業界を向上させるという目的に基づいて設

テムは、
フェスティバルや劇場のステージから、
ライブストリー

ミングスタジオ、
ドライブインコンサート、
バーチャルクラウドノ

”

は、
ホームエンタテインメント、音楽、
ウェルネス、
デジタル、
サ

ければなりません。

性の高さは、
まさに驚くべきものでした。
私たちのチームは、

クリスチャン・ヘイル博士、L-Acoustics 社長兼創立者

ウンドアートにおける感情のベクトルとしてのサウンドの役

危機的状況にもかかわらず、L-Acousticsは科学的基盤と

私たちの従業員とパートナーの連帯感、勇気、回復力、創造

“

音は、
私たちを取り囲み、
楽しませ、
私たちにとっ
て意味のある芸術、
音楽、
文化的イベントに結びつ
けてくれます。
音はまさに感情のベクトルであり、
観
客の体験の中心となるべきものです。
私たちは、音
はスペクタクルであったり、映画のようであったり、
魔法のようであったり、親密であったり、
アーティス
トが望むものであれば何でもあり得るし、
そうある
べきだと信じています。
まさにこのことが、
オーディ
オに素晴らしいインパクトと真実味を与えるツール
を作りたいという私たちの願いであり、
L-Acoustics
のすべての活動の原動力となっています。

L-Acoustics Creations
的なイマーシブサウンドスペースまで、

に回復していく中で、私たちは、
ライブエンターテインメント
業界が突然停止した1年の、今までにない挑戦を振り返らな
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イズシステムなど、
ソーシャルディスタンスを保つエンターテイ

立され、
これからもサウンドの未来を形作っていきます。

3

3

0年以上にわたる研究開発の中で、
L-Acousticsのエンジニ
アは、
音響学、
機械工学、
増幅、
制御、
信号処理、
ネットワー
ク、材料科学...などの分野で数多くの技術を開発してきま
した。
これらの革新的な技術は、
より優れ、
より予測可能なパフォ
ーマンス、
サウンドデザインの柔軟性の向上、
そしてより迅速なセ
ットアップに貢献しています。

TECHNOLOGIES
COAXIAL
TECHNOLOGY

1989

1989 年にL-AcousticsがSRのニアフィール
ドアプリケーションにスタジオ・クオリティ
を持つ、プロ仕様のコアキシャルスピーカー
を初めて投入しました。それ以来コアキシャ
ルテクノロジーは、すべての L-Acousticsの
ポイントソースで実装されています。

L-FINS

2008

2008年にK1システムで発表されたL-Fins ウ
ェーブガイドは、従来のV-DOSCおよびdVDOSCシステムの「V」トランスデューサレイ
アウトから「K」トランスデューサレイアウト
への移行を示すものです。L-Finsは、水平面
における指向性パターンの精度と滑らかさを
大幅に向上させます。
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WAVEFRONT
SCULPTURE
TECHNOLOGY

1992

独自のWavefront Sculpture Technologyに
より、L-Acoustics V-DOSCシステムは、全可
聴周波数帯域にわたってコヒーレントに動作
する最初のラインアレイとなりました。1992
年以来、この大きなな技術革新は、すべての
L-Acousticsラインソースエレメントの心臓
部であり、各製品に合わせて特別に調整さ
れたWSTを搭載しています。

ARRAY
MORPHING

2009

2009年には「アレイモーフィング」が導入さ
れました。このDSPアルゴリズムにより、ライ
ンソースに固有の周波数特性を設定すること
ができます。同じ設置場所で複数の形状のラ
インソースアレイを組み合わせても、同じ音
響特性を提供することができます。

3D ENGINE

2004

2004年、SoundvisionはL-Acousticsサウ
ンドシステム専用の、初めてのアコーステッ
クおよびメカニカルモデリングソフトウェ
アでした。Soundvisionは3Dエンジンを搭
載しており、非常に詳細なモデルを生成し、
インパクトカバレッジ、SPLマッピング、メカ
ニカルデータをリアルタイムで計算します。

PANFLEX

2014

2014年にK2で導入されたPanflexは、調整
可能なL-Finによってラインソースの指向性
パターンを広くしたり狭くしたりすることが
できます。Panflexは、システムのカバレー
ジパターンを、複雑な形状を持つ、あらゆる
観客席に対して適合させることができます。

LAMINAR
VENTING

2007

2007年にSB28で初めて採用されたラミナー
ベントテクノロージーは、先進的なベント設
計により、タービュランスノイズを最小限に
抑え、出力能力を向上させています。現行
のL-Acoustics スピーカーの低音域用エン
クロージャーには、すべてL-Ventが採用さ
れています。

ELLIPSOID
WAVEGUIDE

2015

L-Acoustics エリプソイドウェーブガイド
は、2015年にX12とX15HiQのコアキシャル
エンクロージャーでデビューしました。垂直
方向と水平方向の両方でカバー角度を明確
にすることで、エンクロージャーの汎用性を
高め、残響の多いフィールドにおけるコント
ロールを改善します。

BRAIN POWER

2007

2007年、L-Acousticsは、高性能アンプと、
システムクロスオーバー、マルチバンドEQ、
高度な保護機能を持つDSPを1つの 「ブレ
インパワー 」シャーシに搭載したマルチチャ
ンネルアーキテクチャ、LA4を開発し、アン
プ付きコントローラの概念を確立しました。

IMMERSIVE
HYPERREALISM

2016

L-ISAテクノロジーは、サウンドを多次元的な
アートとして表現することを可能にします。こ
の包括的なサウンド テクノロジー エコシステ
ムは、非常に自然で鮮やかなサウンドスケー
プを提供し、感情を高め、リスナーを音楽の
中に誘います。L-ISA エコシステムは、L-ISA
プロセッサーとL-ISAコントローラーを、スピ
ーカー、アンプリファイド コントローラー、
シミュレーション、そしてコントロールソフト
ウェアと組み合わせたものです。

L-DRIVE

2007

2007年、L-Acousticsは独自のL-DRIVE回
路を発表しました。L-DRIVEは、トランスデ
ューサーが過振幅・温度過昇・過電圧のい
ずれかのノンリニア領域に達すると、システ
ムの音の透明性とダイナミックレンジを維持
しながら、コンポーネントの耐久性を高める
ためにスマートパワーレギュレーターとして
動作します。

MILAN

2019

L-Acousticsは、AvnuアライアンスMilan
グル ープ の 発 足 当 初 か ら のメンバ ーで
す。Milanは、アプリケーションレベルで相互
運用性をサポートし、製品の信頼性を高める
設置と構成を提供するために作られました。
これは、ネットワーク化されたメディアにとっ
て、有望で信頼性の高い、将来性のある配信
のための、初めての具体的な解決策です。
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NEW PRODUCT

NEW L-ISA STUDIO
Create. Immerse. Anywhere.

L-ISA Studioは、L-ISAテクノロジーのパワーと多
様性をサウンドクリエイターに提供し、多次元オ
ーディオを使った没入型オーディオ体験を構築し
ます。

L-ISA Studioは、L-ISA Processorと同じ空間オー
ディオとルームエンジンのアルゴリズムを搭載して
います。
コントロール計画、
音の軌跡、
サウンドシス
テムの動作のすべてを定義し、
リアルタイムで実演
することができるため、
クリエイティブなプロセス
の初期段階で効率化し、
直前の変更の必要性を最
小限に抑えることができます。
  

6

L-ISA Studioのバイノーラル エンジンにより、
ユー
ザーはヘッドフォンやオプションのヘッドトラッキン
グを使って、
空間化されたオーディオ コンテンツを
作成し、
モニターすることができます。
また、
最大12
台のラウドスピーカーを備えたミキシングスタジオ
やレコーディングスタジオで、
マルチチャンネルの
モニタリングを行うことができます。

クリエイティブなワークフローを向上させるため
に開発されたL-ISA Studioは、主要なDAW、ショ
ーコントロールソフトウェア、ゲームエンジンとシ
ームレスに連携します。
また、Dolby Atmosなどの
3Dオーディオフォーマットやマルチチャンネル構成
にも対応しています。
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LOUDSPEAKERS
ショートスロー - 15 m

► X シリーズ

SHORT THROW

► P シリーズ

MEDIUM THROW

ミディアムスロー - 45 m

► S シリーズ

► A シリーズ

ロングスロー - 35 m 以上

► K シリーズ

LONG THROW

SUB

サブウーハー

► SUB シリーズ

Omnia Day Club – メキシコ、ロスカボス
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ショートスロー ▶ X シリーズ
SHORT THROW

X4i
THE POWER
OF SMALL
POINT SOURCE

COAXIAL

レストランの屋外テラス

狭いスペースに収めるスピーカーは、そのスペースに収
める事が優先され、音質を犠牲にする傾向があります。
固
定設備にパワフルなサウンドを提供するスピーカーを使
用する場合、大きなスピーカーになってしまうことが一般
的になっています。
しかし、X4iはこの問題を解決します。
LAcousticsがデザインしたバーチウッドキャビネットの特徴
を生かしながら、
期待される出力を、
標準的な建築物に溶
け込むように作られた、
耐候性の高いエンクロージャーに
収めています。
X4iの奥行きはわずか99mmで、
壁や階段の
10

蹴上げ、
ステージリップ、
ピットレールなどに隠すことができ
ます。
高性能なコアキシャル型のX4iは、
フロントまたはバル
コニーのフィルとしてメインのL-Acousticsシステムの補助
や、
マルチチャンネルL-ISAプロジェクトのサラウンドやオー
バーヘッドとしての使用など、
多目的に使用できます。
X4iは
それだけでもボーカルの再生に理想的ですが、Syva Sub
と組み合わせれば、
バー、
レストラン、
美術館、
会議室、
ホス
ピタリティ施設など、
屋内外でのBGMにも使用できます。

“

X4iを開発するにあたり、私たちが目指したのは、建築上の制約に対

応しながら、
音質を犠牲にすることなく最高の実用性を提供することでし

た。
X4iは文字通り、今日の設備マーケットのニーズに完璧に適合してい

”

ます。

セドリック・モントレゾール：インストール アプリケーション担当ディレクター

11

ショートスロー ▶ X シリーズ
SHORT THROW

5XT
GOOD THINGS
IN SMALL
PACKAGES
POINT SOURCE

COAXIAL

SPYSCAPE – アメリカ、ニューヨーク (NY) – L-ISA

5XTは、
L-Acoustics サウンドを 5インチの超コンパクトなエ
ンクロージャーで実現しました。
中高域を高いSPLでパンチ
の効いたサウンドを提供する5XTは、
フロントフィルや分散
型アプリケーションとしてあらゆる大型サウンドシステムを
補助します。
滑らかな軸外レスポンスを持つ広い円錐指向
パターンが、
オーディエンスに最高のサウンドを提供します。
5XTは様々なカスタムカラーを用意しており、
どのような建

12

築様式にも簡単に組み込むことができ、
建築上の厳しい要
望を満たすことができます。
設置方法も、
ウォールマウント、
シーリングマウント、
ポールマウントと様々な方法から選択
することができ、
あらゆる状況に対応でします。

“

私たちが5XTスピーカーを選んだ理由は、
その小ささだけでなく、
大きな

ソリューションを持っているからです。
110°の円錐指向性で得られるカバレッ
ジは、
デザインに大きな影響を与えます。
また、5XTの分散性は、他の従来の

”

小型スピーカーソリューションと比較して必要な台数が少なくなります。
シェーン・スミス氏：アメリカ民主党大統領選討論会のオーディオ担当ディレクター
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ショートスロー ▶ X シリーズ
SHORT THROW

X8
BIG PA SOUND IN
A COMPACT BOX

POINT SOURCE

COAXIAL

L-VENTS

Refik Anadol：Machine Hallucination、 ARTECHOUSE – アメリカ、ニューヨーク (NY) – L-ISA  

X8は、
FOHやコントロール ルームの大型サウンドシステム
の音響特性を正確に再生できる、
ライブモニターに最適な
スピーカーです。X8は、小型フォーマットでありながら、LAcoustics の優れた音響特性を備え、高音圧と拡張され
た低域リソースを誇っています。ポイントソースの広い円
錐指向性パターンは、優れた空間化を実現し、最小限の
リスニング距離を必要としないため、
サウンド モニタリン
グを行う際に完璧なリスニング体験を提供します。
14

また、X8は、ポールマウント、
ウォールマウント、
シーリング
マウント、
フライングなど、
さまざまな構成でリギングが可
能です。
X8をモニターとして使用する場合も、大規模なPA
システムの一部として使用する場合も、
リギング用のアク
セサリーが揃っているので、素早く簡単に設置することが
できます。X8は、そのパワーと広い帯域幅、そして原音に
リアルなサウンドで高く評価されています。

“

Adele の
『Hello』
ワールドツアーのステージデザインでは、
視界をクリア
にすることが要求されたため、最小限の設置面積と高い音圧を実現するフ
ロントフィルシステムとしてX8を採用しました。
この小型スピーカーは、優れ
たクリアな高音域と、
より大きなK2 FOHシステムのパフォーマンスに完全に
マッチする温かく美しいサウンドを提供しました。
X8は、
フロントフィルとして
高い信頼性と優れたヘッドルームを提供しただけでなく、FOHモニターとし
ても Adeleのサウンドエンジニアであるデーヴ・ブレイシー氏がこのモニタ
ーを絶賛しました。

”

ウルフ・エーケル氏：アデル・ワールドツアー システムデザイナー 技術担当者
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ショートスロー ▶ X シリーズ
SHORT THROW

X12
JACK OF ALL
TRADES
POINT SOURCE

COAXIAL

L-VENTS

ELLIPSOID
WAVEGUIDE

ゼロ グラビティ ナイトクラブ – アラブ首長国連邦、ドバイ

X12は、
用途が広く、
あらゆる場面で最適なショートスロー
を提供します。
マルチチャンネル、
分散型、
フィルの用途でフ
ライングまたはマウントすることができます。
また、
ステー
ジモニターとして使用するのに十分なパワーと耐久性を
備えています。
90°×60°の楕円指向性により、
さまざまな
状況で最適なカバレッジが得られ、
コンパクトなフットプ
リントにより、
あらゆる建築物に雰囲気を壊さず目立たな
いように融合し、観客の視界を妨げることがありません。

16

X12のパッシブ設計は効率を高め、
アンプリファイドコント
ローラーの台数を削減します。
わずか20kgで、
どのような状況でもリギングやマウントが
容易です。
一体型ライザーにより、
ステージ上で35°または
55°の仰角設定ができ、幅広いリギングアクセサリーによ
り、無限の設置方法が考えられます。
X12は、
どんなアプリ
ケーションでも対応するサウンドエンジニアにとって、
多用
途で便利なツールの一つです。

“

X12の汎用性が素晴らしいです。
見た目と耐久性に優れていることは、

ゼロ グラビティの屋外分散システムに最適だった理由の1つです。
FOHシス

テムとして、
ステレオイメージングに優れています。
フィルシステムとして、大

きなハウスシステムに負けず、
ステージモニターとしてはパンチがあります。

しかし、最も重要なことは、
サウンドが素晴らしいのです。
暖かみのある自然

”

なサウンドを保ちながら、
インパクトを与えます。

ギャレス・アームストロング氏：
『 ゼロ・グラビティ』のサウンドデザイナー（Delta Solutions）
17

ショートスロー ▶ X シリーズ
SHORT THROW

X15 HiQ
DIVA OF THE
STAGE

POINT SOURCE

COAXIAL

L-VENTS

ELLIPSOID
WAVEGUIDE

ロサンゼルス フィルハーモニー管弦楽団 - 韓国、ソウル - L-ISA

X15 HiQは、最高のステージモニターです。非常にパワフ
ルでありながら、滑らかなシルエットでステージに溶け込
みます。
アクティブ設計と低レイテンシーのプリセットによ
り、
ステージ上で最高の体験を保証します。
40°×60°のビ
ーム幅は、
アーティストだけにサウンドを集中させ、他の
パフォーマーから音響的な影響を受けないようにするこ
とができます。最もエネルギッシュなアーティストにも耐
えうるように設計され、パワーと柔軟性を備えています。
一体型ライザーにより、
ステージ上で35°または55°の仰
18

角をつけることができます。
わずか21kgのX15 HiQは、
どのような状況でもリギングや
マウントが容易で、
運搬時のスペースと重量を最小限に抑
えることができます。
また、豊富なリギングアクセサリーに
より、特殊な狭いエリアだけに向けたフィルアプリケーシ
ョンとしても使用できます。
X15 HiQは、
あらゆるステージの定番となり、
アーティスト
たちに愛されています。

“

個々のソース入力にEQを控えめに使用しするだけで、
X15HiQは、
それらのソ

ースを美しく再生します。
私はウェッジをアーティストから少し離してステレオで構

成していますが、
再生している帯域幅全体で非常に安定したポーラレスポンスと
素晴らしいステレオイメージが得られました。
距離が離れていても、
ボーカルはス

ムーズで優しく、
存在感があり、
フィードバックが発生する前に十分に高いゲインが

”

得られます。
X15 HiQはパワフルで美しいサウンドのウェッジです。
ジョー・キャンベル氏：2016-2017 年アデル・ワールドツアー モニターエンジニア
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ショートスロー ▶ P シリーズ
SHORT THROW

108P -112P
EFFORTLESS LOGISTICS
POINT SOURCE

COAXIAL

108P 112P
関連製品：
SB15P

セルフパワードのPシリーズは、SRの幅広いアプリケ
ーションで、プロフェッショナルが望む、高品位のサウ
ンドを提供します。統合されたDSPとアンプにより、P
シリーズは 包 括 的 なトランスデューサー 保 護 、正 確
なシステム駆 動、精密 なドライブエンジン、最適化さ
れ 内 蔵された 、プリセットライブラリを提 供します。

ライブモニタリングに最適な108Pは、
メインシステムに
匹敵するサウンドシグネチャーを誇り、112Pはステージ
20

モニター、
コンパクトFOH、
フィルなど様々なアプリケーシ
ョンに対応します。低音域の拡張が必要な場合はサブウ
ーハー SB15Pと組み合わせて使用することができます。

レンタル 業 界では 、P シリーズは システムセットアッ
プのコストが低く、物 流、保 管、取り扱い、輸 送、在 庫
管理などが容易であることが高く評価されています。

ヨーロッパ競技大会 – アゼルバイジャン、バクー

“

大規模なイベントプロジェクトでは、他の技術セクションに迷惑をか

けないように、
リハーサル時のリスニングシステムとしてローカルモニター

を多用しています。
メインシステムと同じ音響特性を再生できるローカルモ

108Pは、
あらゆるL-Acoustics システムの優れた
ニターが必要不可欠です。

”

リファレンスです。

スコット・ウィルサレン氏：ヨーロッパ競技大会サウンドデザイナー
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ミディアムスロー ▶ S シリーズ
MEDIUM THROW

SYVA
PERFORMANCE ART
COLINEAR
SOURCE

DOSC

L-FINS

L-VENTS

ルイ・ヴィトン：Runway パリ・ファッション・ウィーク – フランス、パリ

Syva 関連商品：

Syva Low、Syva Sub

Syvaコリニアソースは、L-Acoustics ラインソースのノウ
ハウとプラグアンドプレイのシンプルさ、
そしてエレガント
なデザインを組み合わせた新しいカテゴリーのスピーカ
ーです。目立たないシステムを必要とするプロジェクトの
ために設計されたSyvaは、あらゆるイベントや会場に違
和感なく溶け込みます。
ピークのSPLが142dBのインパクトがあるSyvaは、140°
、35mまでの範囲を安定した音圧でカバーします。
すばや
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く簡単に設置できるSyvaは、必要な場所にポールや壁に
取り付けたり、
シンプルにグランドスタックすることができ
ます。

広い範囲をカバーし、
視覚的な配慮が必要で、
短時間での
設置が求められるスペシャルイベントやインスタレーショ
ンに、Syvaは完璧なソリューションです。

“

Syvaの美しい流線的な形状を見たとき、
すぐにこれが理想のソリューシ

ョンになることを感じました。
そして、Syvaシステムの音を聞いてから改めて

このプロジェクトに適していると確信しました。
私はVuittonチームにデモで
Syvaを紹介しました。
彼らはすぐにサウンドに惚れこみ、
ショーのセットの一

システムの美しさに感銘を受けました。それを隠す必要はあ
部にするほど、

”

りませんでした！

アラン・フランセ氏：ルイ・ヴィトン ファッションショー サウンドデザイナー
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ミディアムスロー ▶ A シリーズ
MEDIUM THROW

A10 - A10i
PERFORMANCE
AND DISCRETION
CONSTANT
CURVATURE
LINE SOURCE

DOSC

L-VENTS

PANFLEX

A10(i) 関連製品：
KS21(i)

A10は、軽量、
コンパクトなサイズで、視覚的な制約のあ
るアプリケーションに最適です。A10それ自体でボーカル
拡声や軽音楽に最適な帯域幅と明瞭度を兼ね備えてお
り、
フィルとしてより大きなシステムを補完する理想的な
SPLとサイズ比を実現しています。
スタンド立て、縦配列や
横配列でのスタックやフライング、シングルエンクロージ
ャーまたはラインソースとして、A10はどんな会場にもフ
ィットします。
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FocusモデルとWideモデルの両方に対応する1種類だけ
の専用プリセットと調整可能な指向性を組み合わせること
で簡単に使用でき、無限の適応性を提供します。
高いSPL
対サイズ比を誇るA10は、KS21サブウーハーと組み合わ
せることで、
より広い帯域とインパクトのある低域を必要
とするイベントに対応します。
A10iはリギングを合理化した固定設備バージョンで、
建築
の装飾に合わせたカスタムカラーに対応しています。

ルーフトップ パーティ： Don’t Let Summer Die at Nashville Underground - アメリカ、テネシー(TE)、ナッシュビル

A10(グレイブラウン) と A10i 固定設備バージョン (白)の構成例
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ミディアムスロー ▶ A シリーズ
MEDIUM THROW

A15 - A15i
PERFORMANCE
AND SIMPLICITY
CONSTANT
CURVATURE
LINE SOURCE

DOSC

L-VENTS

PANFLEX

jazzopen - ドイツ、シュトゥットガルト

A15(i) 関連製品：
KS21(i)

A15は、大規模なラインソースシステムの帯域幅とインパ
クトを、
ミディアムスローアプリケーション向けのシンプル
で超スケーラブルなソリューションとして提供するために
設計されました。KS21サブーハーと垂直や水平にスタッ
ク、
またはフライングしたり、
スタンド立てのスピーカーと
して、50〜5,000人のあらゆるアプリケーションに対応し
ます。L-Acousticsが定評を得たコンサートパフォーマン
スと信頼性を、迅速に展開できる多目的システムとして
実現し、比類のない柔軟性を備えています。
26

FocusモデルとWideモデルの両方に対応する1種類だけ
の専用プリセットにより、接続が容易になり、
パフォーマン
スが向上します。
調整可能な指向性とSoundvisionの高
度なオプティマイゼーションツールと組み合わせること
で、A15に無限の適応性を提供します。
A15iはリギングを合理化した固定設備バージョンで、建
築の装飾に合わせたカスタムカラーに対応しています。

A15(グレイブラウン) と A15i 固定設備バージョン (白)の構成例
27

ロングスロー ▶ K シリーズ
LONG THROW

KIVA II
POWER
IS BEAUTIFUL
VARIABLE
CURVATURE
LINE SOURCE

DOSC

Texas Live! –  アメリカ、テキサス州アーリントン

Kiva II 関連製品：
SB15m

Kiva IIは、
超コンパクトなモジュラー ラインソースです。
ピー
クSPLを前モデルと比較して6dB向上させ、
16Ωのインピー
ダンスでパラレル数を増やすことができます。
さらに頑丈な
キャビネットに仕上がっています。

その超コンパクトなフォーマットにもかかわらず、
Kiva IIは
L-AcousticsのWavefront Sculpture Technologyを採用し、
ロングスロー能力を備え、
最前列から客席後方まで均一な
SPLを提供します。
同一平面トランスデューサー配列とKフロ
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ントグリルが、
全周波数帯域において二次ローブを発生さ
せずに100°対称の水平指向性カバレッジを実現しました。

重量はわずか14kgで、
エレガントなラインとフラットフィッ
トのリギングにより、
どんな建築物にも溶け込みます。
Kiva
IIは、
特にL-ISAのマルチチャンネル構成において、
視界をク
リアにすることが求められる、
劇場やスペシャルイベントで
の設置に最適です。

“

Kiva II は先代モデルの美しさをそのまま継承しているだけでなく、
こ

のモデルはKivaより6dB 高く、138dBの印象的な最大SPLを与えてくれま

す。Kiva IIは、最高のSPL対サイズ比を特徴としており、
このフォーマットカ
テゴリーのベンチマークとなっています。
圧倒的なSPLに加えて、
耐候性の向

上、
リギングの安全性を目視で確認できる機能、
そして新しいリギングアクセ

”

サリーが用意されており、
さまざまなアプリケーションに適しています。
ブライアン・アンダーソン氏：Capitol Theater サウンド技術者
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Long throw ▶ K Series
LONG THROW

KARA II - KARA IIi
THE DAWN
OF A NEW KARA
VARIABLE
CURVATURE
LINE SOURCE

DOSC

L-VENTS

PANFLEX DSP

ジョニー・マー EartH – イギリス、ロンドン – L-ISA

Kara II(i) 関連製品：
SB18、SB18 IIi

Kara IIモジュラー・ラインソースは、
オプションの低音域拡
張機能により、
あらゆるサウンドデザインに最高の柔軟性
を提供します。
このアクティブ2ウェイのコンパクトなエン
クロージャーは、並外れたスローと、滑らかで広い水平指
向性を誇ります。
単体で使用の場合、Kara IIはスピーチや
ボーカルのパフォーマンスに最適です。
SB18サブウーハー
との併用により、Kara IIはフルレンジのパフォーマンスに
対応し、最もエネルギッシュな音楽コンサートのためにイ
ンパクトのある低域を再生します。
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Kara II(i)は、
リギングを合理化した固定設備バージョンで、
建築の装飾に合わせたカスタムカラーに対応しています。

“

Panflexを搭載することで、Kara IIは4種類の指向性を手に入れまし

た。1台のボックスで、あらゆるオーディエンスの形状を簡単にカバーでき

ます。Kara IIは、
あらゆるデザインに合わせて変形し、4つの異なる指向性

パターン
（70°または110°対称および90°非対称）
で正確なフォーカスを備え
た一貫したカバレッジとSPL分布を提供し、左または右にステアリングしま

固定設備バージョン

”

す。70°構成では、KaraIIは110°よりも2dB高くなります。

ジェルマン・シモン：L-Acousticsアプリケーション設計エンジニア、製品および技術コミュニケーション
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ロングスロー ▶ K シリーズ
LONG THROW

K3 - K3i
FULL-RANGE.
COMPACT.
NO COMPROMISES.
VARIABLE
CURVATURE
LINE SOURCE

DOSC

L-VENTS

PANFLEX DSP

K3の代表的なアプリケーション例

K3(i) 関連製品：
KS28

K3は、
1,000人から10,000人までの中規模イベントに必要
なすべての要件を満たす、真のフルレンジ ラインソースで
す。
K3は12インチのトランスデューサーを搭載し、
大規模な
システムパフォーマンスを実現しながらも、
一般的な10イン
チ クラスのコンパクトなサイズに収められています。
サブウ
ーハーやアンプの必要性が少ないため、K3は素早く簡単
に、
サスティナブルでエコノミカルな展開が可能です。
最適化されたメカニカルデザインにより軽量化されたK3
は、
スペースが限られた会場にも容易に組み込むことがで
32

きます。
パワフルでリニアな低音域レスポンスを実現するラ
ミナーベント、実績のある手間のかからない一体化リギン
グ、水平方向の指向性を調整可能なPanflex™など、K3は
どのようなオーディエンスにも適したツールであり、
大規模
なツアーイベントやフェスティバル、
コンサートなどでは、
よ
り大型のK1またはK2システムを補完します。
K3iは、
リギングを合理化し、
カスタムカラーに対応した固
定設備バージョンで、建築上の配慮が必要な屋内外の設
置に適しています。

“

私たちのデザインチームは、
10インチのフォームファクターと価格で、
10
インチスピーカー特有のパフォーマンスを損なうことなく、
デュアル12インチ
ベースのシステムを開発しました。
K3は、
ロングスローでフルレンジのパフォ
ーマンスをコンパクトで扱いやすいパッケージで提供し、多くのサウンドカン
パニーの主力である小～中規模のイベントや会場に合わせてカスタマイズ
されています。
また、
K1やK2と組み合わせることで、
大規模なイベントにも迅
速かつパワフルに対応することができ、
現在のイベント環境に完璧に適応した
「妥協のない」
ツールです。

”

フローレン・ベルナール：エグゼクティブ・ディレクター、
アプリケーション・デザイン担当
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ロングスロー ▶ K シリーズ
LONG THROW

K2
LIGHTWEIGHT
HEAVYWEIGHT
VARIABLE
CURVATURE
LINE SOURCE

DOSC

L-VENTS

PANFLEX DSP

エアロスミス Deuces are Wild residency - アメリカ、ネバダ(NV)ラスベガス - L-ISA

K2  関連製品：
K1-SB

K2は、
より軽量でコンパクトなフォーマットで、K1と同じク
リアでパワフルな音響特性を提供し、
10°のエレメント間角
度調整でどんな用途にも対応します。
K1の補完システムと
して、
あるいは20,000人クラスのオーディエンスを集める
イベントや固定設備のスタンドアローン システムとして、
パワーを無駄にすることなく展開可能です。
クラス最軽量のK2は、最も重量制限の厳しい会場でもフ
ライングが可能です。
また、L-Acoustics 独自のPanflexに
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よる調整可能な水平指向性により、
K2はオーディエンスだ
けにサウンドカバレッジを集中させ、野外イベントの困難
な音響環境や騒音問題に簡単に対応します。

K1とKシステム全体に互換性のある一体型のリギングに
より、素早いセットアップを可能にするK2を、世界中のエ
ンジニアは求めています。

“

K2の調整可能な水平指向特性は、
カバレッジを最適化し、
スタジアム

の音を必要としない場所にエネルギーを遠ざけることができるという点で

”

非常に価値があります。

ジョッシ・ロイド氏：Britannia Row Productions オーディオエンジニア
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ロングスロー ▶ K シリーズ
LONG THROW

K1
THE INDUSTRY
BENCHMARK
VARIABLE
CURVATURE
LINE SOURCE

DOSC

L-VENTS

L-FINS

Zhang Jie Future Live Tour、北京国立競技場- 中国、北京

K1  関連製品：
K1-SB

K1は、世界的なスタジアムツアーや世界で最も有名な野
外フェスティバルで、サウンドのベンチマークとなってい
ます。K1は1メートルあたりのSPLで他の追随を許しませ
ん。
K1-SBとの組み合わせにより、前例のない指向性制御
を提供し、
野外環境での騒音とスローの問題を解決するリ
ーダーとなります。
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独自の最先端のリギングを備えたK1は、正確な設置と迅
速な搬入・搬出に最適な選択です。

トップ プロダクションはK1を必要としており、L-Acoustics
レンタルネットワークを利用して、K1のクリアでインパクト
のあるサウンドシグネチャを世界中のオーディエンスに届
けています。

“

私にとってK1は、
その優れたスロー性能と高い指向性制御を考えると、

スタジアムで唯一無比な選択肢です。
LA12XアンプでドライブされたK1は、
シ

”

ステムを新たなレベルに引き上げてくれます。
アントニー・キング氏：Depeche ModeのFOHエンジニア
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SUB

Subwoofers ▶ SUB シリーズ

SUBS

SOLID
FOUNDATIONS

OMNI / CARDIO
SUBWOOFER

L-VENTS

Ferdinands Feld Festival – ドイツ、ローテンブルク（ヴュンメ）

L-Acoustics サブウーハーは、
帯域幅を広げる必要がある
アプリケーションのシステムを補完します。
すべてのサブウ
ーハーは、
高いエクスカージョンドライバー、
超低振動壁、
フレア形状のラミナーエアフロー
「L-Vent」
を搭載していま
す。
高出力時のポートノイズと乱流を低減するとともに、
最
大のダイナミクスとパワーハンドリング、
そして並外れたレ
ベルのパフォーマンスを実現します。
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L-Acoustics サブウーハーは、
レンタルや固定設備のアプ
リケーションに対応するよう十分な汎用性を備えており、
様々な構成で展開可能です。エンジニアとサウンドデザ
イナーは、
スタンダード構成またはカーディオイド構成を
選択でき、任意のデザインに合わせた対称および非対称
指向性パターンを作成することができます。

“

KS28はSB28より50%力強く、約14 kg 軽量です。
KS28は、
デヴィッド ギ

ルモアのショーを強化するのに最適で、
よりタイトで、深みと豊かさを持つサ

”

ウンドを提供します。

コリン・ノーフィールド氏：デヴィッド・ギルモア FOHエンジニア
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ELECTRONICS
ネットワーク
プロセッサー
アンプリファイドコントローラー

ブルー・マン グループ、Speechless Tour – 北アメリカ – L-ISA
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MILAN
THE FUTURE OF AUDIO NETWORKING

Milanイニシアチブの創設メンバーとして、L-Acousticsは
AVBとMilanをそのエコシステムにネイティブにデザインし
た最初のメーカーの1つです。L-Acousticsは、
P1プロセッ
サを使用したFOHから、LS10 AVBスイッチやアンプリファ
イドコントローラーまで、1本のネットワークケーブルでオ
ーディオとコントロールを簡単に受け渡す
「フルAVB」
の環
境を提供します。

Milanは、
ネットワーク全体でメディアクロックの絶対的な
同期性を確保することで、
従来のデジタル信号トランスポー
トよりも優れたオーディオ品質を提供します。
また、
ネイティ
ブなマルチチャンネル、
マルチポイントの挿入とルーティン
グ機能により、
比類のない柔軟性を実現しています。
ネット
ワーク接続が確立されると、
Milanは決定的な配信のため
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に専用の帯域幅を確保し、
混雑したネットワーク上であって
も、
ショーやライブパフォーマンス中にユーザーが情報をド
ロップアウトしたり失ったりすることがないようにします。
究極の信頼性を実現するために、
ユーザーは追加のネット
ワークパスを実行するだけでプライマリとセカンダリのネッ
トワークアーキテクチャを設定することができ、
シームレス
なリダンダントネットワークを構築できます。
標準的なリダ
ンダントネットワーク方式と比較して、ケーブルの必要性
を最小限に抑えることができ、費用対効果の高いソリュー
ションを実現します。

MilanとAVBがあれば、
ユーザーは、
クライアントやオーディ
エンスに忘れられない体験を提供するという、
本来の仕事
に集中することができます。

LS10は、
Avnu認定されたプラグアンドプレイのAVBスイッ
チであり、
L-Acousticsエコシステム内にシームレスに統合
されます。
オーディオとコントロールを一体化し、
接続を簡
素化します。LS10は難しい設定がいらないAVBで実行さ
れ、ITの専門知識を必要としない信頼性の高いネットワ
ークソリューションを提供します。
LS10は、LA-RAK IIに不
可欠な要素として、
フロントとリアのEtherCONコネクタ
とSFPケージ（光）を介して、オーディオとコントロールを
配信し、
光の長距離リンクを可能にします。
1Uラッシェルフ
LS10-RAKSHELFに2台並べてマウントすることで、
簡単に

リダンダントを確保できます。
LA-RAKIIからLA-RAKIIAVB
へのアップグレードも可能です。
ツアーイベントだけでな
く固定設備への課題を克服するために設計された機能
が組み込まれています。
起動時間が5秒と短いため、停電
が発生した場合でも迅速に復旧が可能です。
GPOポートに
より、
ステータスの監視が可能になり、予備DC入力により
信頼性がさらに向上します。
LS10を使用すると、ITの広範
囲な知識や経験を必要とせず、
AVB信号を安定して配信す
るための迅速なセットアップが実現します。
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P1 AVB PROCESSOR
M1 MEASUREMENT PLATFORM

P1は、
フロントエンドプロセッサー、
ブリッジングオーディ
オマトリックスと、LA Network Managerを完全に統合し
たシステムチューニングプラットフォームとして機能する
総合デジタルプロセッシング ソリューションです。

P1は、
さらに拡大したL-Acousticsエコシステムへのゲー
トウェイです。
P1は、音質を向上させ、FOHからアンプリフ
ァイド コントローラーまでのオーディオパスを簡素化し、
システムチューニングにハードウェアプラットフォームを
提供します。一体化した使いやすいフロントエンドプラッ
トフォームで、
ツアーリング アプリケーションとインストー
ル アプリケーションの両方の要求に応えます。
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アナログとAES-EBUによるI/Oに加えて、P1は、Milanプ
ロトコルに準拠したAVBトーカー、
ブリッジ、
およびリスナ
ーです。P1は音質を向上させ、
フロントエンドプロセッサ
ーとマトリックスミキサーとして信号分配と処理を簡素
化し、最高のパフォーマンスを保証する統合測定プラット
フォームを提供します。
P1は、
LA Network Manager ソフトウェアで直接コントロ
ールとモニタリングを行う、ユーザーにとってシンプルで
信頼性の高い便利なソリューションです。P1は、
すべての
L-Acousticsシステムの最適化とライフサイクルを延ばす
ための一歩となります。

“

測定ツールのM1スイートとP1 AVBオーディオプロセッサーをLA Network Managerに統合す

ることで、
システムのキャリブレーションプロセスが合理化されます。
これらの強力な新しいツール

”

により、
エンジニアはこれまで以上に迅速にショーに対応できるようになります。
シリル・ペリン： ソフトウェア開発担当ディレクター
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L-ISA PROCESSOR
OBJECT-BASED 3D AUDIO

マーク・ノップラー Down the Road Wherever ツアー - デーブ・ディクソン氏

L-ISAテクノロジーの中心部となる最先端のL-ISAプロセ
ッサーにより、オブジェクトベースのミキシングが可能に
なります。
それぞれのサウンドオブジェクトを3Dのサウン
ドスケープに個別に配置することによって、
スタジオミッ
クスからあらゆる会場やシステム構成に忠実にスケーリ
ングが行えます。
L-ISAプロセッサーの強力なマルチコア アーキテクチ
ャは、空間オーディオの処理に完全に特化しており、各
サウンドオブジェクトに5つのパラメーターを提供しま
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す。
Pan、
Width、
Depth、
Elevation、
Auxセンドの5つのパラ
メーターを提供するルームシミュレーションエンジンを搭
載し、
最大96個のサウンドオブジェクト、
最大64個のオーデ
ィオ出力に対応します。
L-ISAプロセッサーは、
専用のL-ISA
Controllerソフトウェアによってリモートで制御されます。
L-ISAプロセッサーにより、サウンドエンジニアは従来の
L-R オーディオミキシングから、音源に正しくローカライ
ズされたパノラマで多次元なサウンド体験を創造するこ
とができます。

“

今では、
ミックスを開放して、
楽器を左右、
前後、
シーンのどこにでも配置できるようになりまし

た。
それをオーディエンスが実際に感じていることが良くわかります。
自分自身を表現することがで

き、
バンドがやっていることを見事に表現することができます。
オーディエンスにとってそれは、はる

”

かに良い体験となります。
それこそがL-ISAのすべてなのです。

デーブ・ディクソン氏：マーク ノップラーのFOHエンジニア
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AMPLIFIED CONTROLLERS
BRAIN POWER

L-Acoustics のアンプリファイドコントローラーは、
高性能
で効率的なスピーカー アンプリングと、
96 kHz 32ビット浮
動小数点DSPと包括的なシステム保護を、LA Network
Managerと統合した人間工学的な単一のパッケージで
提供します。
LA2Xi、
LA4X、
LA12X は、
PFCを搭載した独自のSMPSに依
存し、100V から240Vまで、不安定な電源に対する高耐性
を持つ最高の低域再生のための優れたエネルギー（電力
x 保持時間）を提供します。
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すべてのアンプリファイド コントローラーは、
アナログお
よびAES/EBU入力を持っています。LA2Xi、LA4X、LA12X
には、AVBブリッジとMilan/AVBプロトコルに準拠したリ
スナーも含まれています。
自動フォールバック機能により、
定遅延、定レベルでのリダンダントが可能なオーディオパ
スを設けることが可能です。
DSPはIIR、FIRフィルターの組み合わせにより、完全な線
形位相曲線とリアルで透明かつ自然な音のベースとなる
優れたインパルスレスポンスを生み出します。
固定設置の
場合、
SNMP、
QSC® QSYS、
CRESTRON® およびEXTRON®
を使用して、
アンプリファイド コントローラーの外部制御
が可能になります。

アレクサンドラ パレス シアター - イギリス、ロンドン

LA2Xiは、設備向の4チャンネルアンプリファイドコントロ
ーラーです。
主にL-Acousticsの小型スピーカーを使用す
るアプリケーション向けの4×4シングルエンドモード。大
型スピーカーを使用し、最大SPLを必要とするアプリケー
ションには4×3、4×2、4×1のブリッジドモードでサポー
トします。
合理化されたエレガントな1Uフロントパネルには強力
なDSPエンジンが隠されており、
スピーカーマネージメン
ト、
プロテクション、
モニタリング、システム調整やキャリブ

レーションのための包括的なツールセットを備えていま
す。
LA2XiはアナログとAES入力に加え、Milanのシームレ
スなネットワークリダンダンシーを備えたAVB入力を統合
しています。
4つのGPIOとDSPカード用の24V DCバックア
ップ電源を備えており、
外部からの制御と信頼性を向上さ
せています。
柔軟性に優れたLA2Xiは、
さまざまな会場のBGMシステ
ム、分散フィル、
スタジオモニター、
プライベート・オーディ
オシステムに最適です。
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SOFTWARE
Soundvision
LA Network Manager
L-ISA Studio
L-ISA Controller

エンニオ・モリコーネ – イタリア、ミラノ – L-ISA
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SOUNDVISION
3D SOUND DESIGN

ステートファーム・スタジャム – アメリカ、フェニックス（AZ）

Soundvisionは、
サウンドデザイナーがL-Acousticsサウ
ンドシステムの音響と機械シミュレーションを作成するた
めの、業界をリードする3Dモデリングソフトウェアです。
オ
ーディエンスゾーンは、描画したり、CADファイルからイン
ポートしたり、
世界の有名な会場を網羅した L-Acoustics
オンラインデータベースからダウンロードが可能です。

Soundvisionは、
インパクトカバレッジとSPLマッピングを
リアルタイムに計算し、精度の高いサウンドデザインを可
能にします。
また、Soundvisionは、
インストーラーやリガ
ーのために詳細なセットアップ情報を含むメカニカルデ
ータも提供します。
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最新のSoundvisionは機能が強化され、システムの最適
化をさらに簡素化し、素早く改善する新しいAutosplay（
オートスプレイ）とAutofilter（オートフィルター）ツールが
搭載されました。
Autosplayは、
ラインソースのエレメント
間の角度を自動的に調整し、波面の整合性とSPL分布の
両方を最適化します。
Autofilterは、独自のFIRフィルター
をラインソースエレメントに自動的に施し、会場全体に高
音域の一貫性を向上させています。

LA Network Manager にロードす
これらのフィルターは、
ることができ、
仕事を効率よく進めることが可能です。

“

L-Acoustics Soundvisionで最も気に入っている点は、
サウンドシステムの実際のパフォーマ

ンスを予測する精度です。
予測されたパフォーマンスと測定されたパフォーマンスが異なったこと
が一度もなかったため、新築と改修の両方の設備プロジェクトで常に設計に使用しています。
LAcousticsが科学的に予測をマスターしたことは明らかです。
L-Acoustics が長年にわたって安定

”

した性能を維持していることは、同社の製造精度の高さを証明しています。
デュワード・ティモシー氏： Poll Sound
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LA NETWORK MANAGER
SETUP. TUNING. LIVE.

LA Network Managerは、L-Acousticsの電子機器をリア
ルタイムにコントロールとモニタリングをするリモートコ
ントロールソフトウェアです。
セットアップ、
チューニング、
ライブなど、典型的なエンジニアのワークフローである各
フェーズは、専用のツールセットを備えたページで作業が
行え、
インターフェイスを直感的かつ迅速に使用すること
ができます。

LA Network ManagerにSoundvisionプロジェクトデータ
をインポートすると、
サウンドデザインとアレイゾーニング
パラメーターに基づいて、
論理的なグループが作成されま
す。
ゲイン、
ディレイ、
トーンバランスのパラメーターはこれ
らのグループに転送され、ユーザーは全ての情報を有効
に利用することができます。
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最新のアップデートでは、Autoclimate（オートクライメッ
ト）とM1が搭載されました。

Autoclimateは、大気の状態の変化に対応し、システム・
イコライゼーションの最適な値をを計算し、
オリジナルの
システムレスポンスを維持することで、最初から最後まで
ショーのクオリティを維持します。

M1スイートは、
データ取得からシステムチューニング、
ラ
イブモニタリングまで、包括的な測定ツールを一つにしま
した。M1は、L-Acoustics P1プロセッサーとアンプリファ
イドコントローラーの能力を利用して、合理的なシステム
キャリブレーションを提供します。

“

直感的なユーザーインターフェースを備えたLA Network Managerは、厳しい環境下でも正

確かつ迅速な操作性を犠牲にすることなく、高いレベルのハンズオンシステムコントロールを実

”

現します。

マーク・べナード：アプリケーションデザイン、電子機器と制御の責任者
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L-ISA STUDIO
CREATE. IMMERSE. ANYWHERE.

New Creation Church - Singapore, Singapore

L-ISA Studioは、L-ISA 3Dコントロール インターフェース
とオーディオ プロセッシングをパーソナルコンピュータ
上で実現するソフトウェアスイートです。L-ISA Studioの
バイノーラル エンジンにより、自然で没入感のある3Dオ
ーディオを、ヘッドトラッキング機能付きのヘッドフォン
や、スタジオ内の最大12台のスピーカーを使って制作す
ることができます。
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L-ISA Studioは、外付けのサウンドカードなしで、市場に
出回っている主要なDAWと統合できます。プリプロダク
ションとポストプロダクションの段階のために設計され
ており、L-ISA Controllerを介して実際のライブ環境にシ

ームレスなスケーリングが行えます。
コントロール計画、音の軌跡、リアルタイムの動作は、ス
タジオでもヘッドフォンでも定義できます。ゲームエンジ
ンやトラッキングシステム、その他のクリエイティブなソ
リューションとOpen Sound Controlプロトコルで接続
することにより、プロジェクトの初期段階で一般的なラ
ップトップからインタラクティブな環境をテストすること
ができます。統合されたルームエンジンにより、マルチト
ラックのプロジェクトを5.1chからDolby Atmosまでのさ
まざまなオーディオフォーマットで制作したり、スタジオ
セッションやライブショーを放送、劇場、BluSpace向け
に没入型フォーマットでリミックスすることができます。

“

L-ISA Studioは、音をクリエイトする人のための究極のスイスアーミーナイフです。
オブジェク

トベースのミックスや没入型のプロダクション制作をどこにでも持って行くことができます。
あなた

の会場も、
それが現実のものであれ、
想像上のものであれ、
一緒に持って行くことができるのです。

”

必要なのは、ヘッドフォンとラップトップだけです。
あなたのイマジネーションは無限大です。

シェリフ・エル バーバリ：L-ISAラボ ディレクター
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L-ISA CONTROLLER
INTUITIVE 3D MIXING

ボン・イヴェール
New Creation
– アメリカ、
Church
サンタ
- Singapore,
バーバラ（CA）
Singapore
- L-ISA

L-ISA Controllerは、L-ISAのすべての機能の中心であり、
オブジェクトベースのミキシング、包括的なコントロール
とプログラミング機能を一つのプラットフォームで実現す
る統合ソフトウェアスイートです。

L-ISA Controllerは、各ソースパラメーターに対して強力
なコントロールの手段を提供します。
コントロールワー
クフローは、統合されたスナップショット、L-ISA Source
Control Plugin、
またはOpen Sound Control (OSC)プ
ロトコルを介したサードパーティソフトウェアおよびハー
ドウェアデバイスのいずれかを選択することでカスタマイ
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ズできます。
サウンド・エンジニアは、お気に入りのコンソ
ールの慣れ親しんだ環境でミキシングを行い、既存のワ
ークフローの統合要素としてL-ISAにアクセスすることが
できます。
L-ISA Controllerは、非常に直感的な3Dミキシング環境
を提供し、多次元的なミキシングのプロセスを容易にし
ます。

“

広いサウンドスケープの中で、
それぞれの音の要素が独自の個性を持っているので、
コンサ

ート中に、今まで気づかなかったことに気づく瞬間が何度もありました。
ミックスエンジニアとし

ては、操作すべき要素を迅速かつ正確に特定できたことで、
この複雑なバンドのミックスがより簡

”

単に、
より速く、
より楽しくなりました。

グゼンディ・ホワイトセル氏：ボン・イヴェール FOHエンジニア
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IN-EAR
MONITORS
Contour XO

Contour XO
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CONTOUR XO
THE ULTIMATE ANSWER FOR YOUR EARS

powered by
カスタムフィットを実現したContour XO

Contour XOインイヤーモニターは、
プロオーディオ業界
で数々の賞を受賞した2つの革新的な企業、
JH Audioと
L-Acousticsの努力を結集したものです。
ステージ、
ミキシ
ングデスク、
スタジオ、移動しながらなど、L-Acousticsの
サウンドシグネチャーを完璧に再現するリファレンスIEM
です。
10基のバランスド アーマチュアドライバーを採用し、
クアッドロー、
デュアルミッド、
クアッドハイの3ウェイ クロ
スオーバーの構成で、
パフォーマンス、
ミキシング、あるい
は単なるリスニングのいずれにおいても、
この高精細なハ
イエンドのインイヤーモニターはリスナーを音楽の世界
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に引き込みます。
Contour XOは、
JH Audio Soundrive™
テクノロジーにより、歪みのない正確なサウンドを再現
し、
ライブ音楽の強烈な感情的インパクトを与える極限
のダイナミクスに対応します。また、
フラットレスポンス
から最大15dBの低音調整が可能なため、ユーザーが
低音域をコントロールすることができます。
Contour XO
は、
Freqphase™によってさらに強化され、
周波数スペクト
ル全体で正確な位相を制御し、
L-Acoustics Wavefront
Sculpture Technology (WST)の音源コヒーレンス条件
を満たしています。

“

私は何年もの間、自分のインイヤーをL-AcousticsのPAのような音にしようと試みてきました

が、
彼らのチームがチャレンジするまでは、
それに近づけることができませんでした。
L-Acousticsの

”

R&Dチームは一緒に仕事をするのに最高なチームです。
ジェリー・ハーベイ氏：JH Audioの創業者兼社長
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SUPPORT
サービス
エデュケーション
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SERVICES
ELEVATE THE LISTENER EXPERIENCE
WITH PREMIUM SUPPORT

L-Acousticsのサウンドに対するトータルシステムアプロ
ーチは、
ハードウェアやソフトウェアだけに留まりません。
お客様がレンタル業者、システムインテグレーター、
プロ
のエンドユーザー、アーティストのいずれであっても、LAcousticsの幅広いサービスの恩恵を受けることができ
ます。
当社のエンジニアと公認コンサルタントは、
オーディ
オ業界でのスキルと専門家としての経験に基づいて厳選
されており、
コンテンツの制作からサウンドシステムやスト
リーミングによる拡散まで、お客様のサウンドパフォーマ
ンスを最適化することをお約束します。
コンテンツ制作の初期段階から、サウンドデザイン、シ
ステムの立ち上げ、ショーのサポートまで、
すべてのプロ
ジェクトには独自の制約、目的、課題が存在します。LAcousticsは、
そのようなプロジェクトをサポートします。
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• コンテンツ制作者、ツアー、
ミュージカル、
スペシャルイ
ベントなどのプリプロダクションへのサポート
• お客様のプロジェクトに適したサウンドシステムを設計
するための建築製図とサウンドシステム設計サービス
• 製 品や技術を紹介するためのデモンストレーションや
オープンデーのサポート  
• 経 験豊富なアプリケーションエンジニアチームによる
サウンドシステムの調整サービス  
• 展示会でのサウンドシステムやL-ISA イマーシブ ハイパ
ーリアル サウンド テクノロジーの導入時における、現
場でのサポート

L-Acousticsは、最高のサービスがリスナーの体験を向
上させると信じています。

“

私はL-Acousticsのアプリケーションエンジニアとして、
ユーザー、
インテグレーター、
コンサルタントなど、
さまざまなプロフェッショナルと仕事をする機会があります。私た
ちのチームは、
プロジェクトの初期段階から、立ち上げ時やトレーニングに至るまで、オ
ーディオの専門家にサポートを提供しています。小さなライブハウスから世界的に有名
な会場まで、それぞれのプロジェクトに最適なサウンドソリューションを実現するため
に、
エンジニアリングに基づいたアドバイスと専門知識を常に提供することが私たちの
目標です。

”

ジュリアン・ラヴァル：L-Acoustics アプリケーション エンジニア

67

EDUCATION
A NEW BLENDED LEARNING APPROACH

K1 System
K2 System
K3 System
Kara II System

Fixed
installation
systems

Soundvision
Drive System

Kiva II System

K System
technician

Installation
system technician

System
engineer

業界で認められている私たちの教育プログラムは、
プロ
オーディオの専門家や業界関係者にとっての資産となり
ます。
オンラインのL-Acoustics エデュケーション プラット
フォームでは、特定の製品やトピックに関する様々なコー
スを開催しています。
これらのコースは、
インストラクター
によるセッションで、対面またはオンラインで開催され、
デジタル学習活動を伴っています。
これらのコースは、LAcousticsの教育チームが、私たちの協力者やユーザー
の専門知識とサポートを得て開発、維持しています。
提案された製品コースのいずれかに従うことで、
プロオ
ーディオ業界に関連するL-Acoustics製品のトレーニン
グを受けることができます。
また、製品にとらわれないト
ピックを扱う上級コースでは、さらなる専門知識を身に
つけ、L-Acousticsツールを最適に使用することに役立ち
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L-ISA
technology

L-ISA
technology

L-ISA
object-based
mixing

L-ISA
object-based
mixing

L-ISA
loudspeaker
system

L-ISA
mixing
workshop

L-ISA system
engineer

L-ISA mixing
engineer

SKILLS DEVELOPMENT

PRODUCT TRAINING

System and Workflow
Variable
curvature line
source

Loudspeaker
system
calibration
Advanced learner

ます。
コースは、80人以上の認定トレーナーのネットワー
クによって世界中で提供されており、教育チームによって
定期的に更新されています。
また、
パリのサクレー（フラン
ス）とウェストレイク
（アメリカ）にあるL-Acoustics本社
や、24の公認トレーニングセンターのグローバルネットワ
ークでは、
リクエストに応じて対面式のコースを開催して
います。

L-Acoustics エデュケーション プラットフォームは、
インス
トラクターによるセッションに関連するすべての学習教
材をホストします。
また、受講者は認定履歴に応じて追加
の学習教材やエデュケーションコミュニティにアクセス
することができます。
このパーソナライズされたサービス
は、
すべてのコースを修了した後、1年間利用することが
できます。

“

このような有益でエキサイティングなトレーニングコースをありがとうございまし

た。知識、
ノウハウ、信念、有意義な議論、疑問や質問に対する正確な回答、あなたの誠
実さと楽しい時間を私たちに提供してくれてありがとう。

ファビアン・オーベール氏：FOHエンジニア

”
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X  SERIES
P  SERIES
SHORT THROW

► シングルエレメント

タイプ

周波数特性（-10dB）
最大音圧レベル

1

指向性（-6dB) 2

トランスデューサー
リギング

サイズ W x H x D 、 重量

ホワイトバージョン
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シャネル ファッションショー

POINT SOURCE

チェリーヒルズ コミュニティー教会

► 軸対称または楕円の指向性
COAXIAL

L-VENTS

ELLIPSOID
WAVEGUIDE

モルトハウス劇場
欧州議会

フェスティバル オブ ライフ

ファースト バプティスト教会

X4i

5XT

ワールドツアー

アデル

ショート ス ロ ー
到 達 距 離：1 5 m

アンプリファイド・コントローラー

ドイツ、
ハンブルク

フォーシーズンズホテル

X8

X12

キューバ、
ハバナ

アメリカ、
ハイランズランチ
（CO）
メルボルン
オーストラリア、
ベルギー、
ブリュッセル
イギリス、
ロンドン

アメリカ、
ロサンゼルス
（CA）

X15 HiQ

ハードロックカフェ
ハリウッド ボウル

ジャージー・ボーイズ

ピーター・ガブリエル + スティング
ロイヤル オペラ

Terminal 5

イェール大学

ゼロ・グラビティ

108P

アメリカ、
オーランド
（FL）
アメリカ、
ハリウッド
（CA）
イギリス、
ロンドン
ツアー

スウェーデン、
ストックホルム

アメリカ、
ニューヨーク
（NY）

アメリカ、
ニューヘイブン
（CT）
アラブ首長国連邦、
ドバイ

112P

SB15P

パッシブ 2-Way

パッシブ 2-Way

パッシブ 2-Way

パッシブ 2-Way

アクティブ 2-Wayy

アクティブ 2-Way

パッシブ 2-Way

バスレフ

120 Hz - 20 kHz（[X4] プリセット）

95 Hz - 20 kHz ([5XT] プリセット)

60 Hz - 20 kHz ([X8] プリセット)

59 Hz - 20 kHz ([X12] プリセット)

55 Hz - 20 kHz ([X15] プリセット)

55 Hz - 22 kHz ([FRONT] プリセット)

50 Hz - 20 kHz ([FRONT] プリセット)

40 Hz - 125 Hz ([SB15P] プリセット)

LA2Xi、LA4X、LA12X

116 dB（[X4] プリセット）
110° 軸対称

LF: 1 × 4’’ ネオジウム
HF: 1 × 1.4’’

LA2Xi、LA4X、LA12X

121 dB ([5XT]プリセット)
110°軸対称

LF: 1 × 5’’  バスレフ
HF: 1 × 1’’ コンプレッション

LA2Xi、LA4X、LA12X

129 dB ([X8] プリセット)
100° 軸対称

LF: 1 × 8’’ バスレフ
HF: 1 × 1.5’’ コンプレッション

LA2Xi、LA4X、LA12X

136 dB ([X12] プリセット)
H × V：60° × 90° 対称

LF: 1 × 12’’ バスレフ
HF: 1 × 3’’ コンプレッション

2 x M5 インサート X-U4i用
2 x M6 インサート リギング アク
セサリー用
1 x M6 インサート 落下防止用

1 x 3/8’’ インサート マイクスタン
ド用
2 x M6インサートETR5 Uブラケッ
ト用

35 mm ポールマウントソケット
X-UL8・X-US8ブラケット、
X-UTILT
ウェッジ角度：35°（垂直方向）

35 mm ポールマウントソケット
X-UL12・X-US1215ブラケット、
X-UTILT
ウェッジ角度：35°/55°（垂直方向）

X4iW

5XTW

X8W

X12W

116 × 116 × 99 mm 、1 kg            

165 × 165 × 165 mm 、3.5kg

250 × 424 × 264 mm 、12 kg

1 - クレストファクター 4のピンクノイズを用いて自由空間1m地点（サブウーハーは半自由空間）におけるピークレベル（専用プリセット使用）
2 - - 水平指向角=エンクロージャーの長辺側で見た方向を水平指向角とする。

430 × 496 × 375 mm 、20kg

LA2Xi、LA4X、LA12X

138 dB ([X15] プリセット)
H × V: 40° × 60° 対称

LF: 1 × 15’’ バスレフ
HF: 1 × 3’’ コンプレッション

35 mm ポールマウントソケット
X-UL15・X-US1215ブラケット、
X-UTILT
ウェッジ角度：35°/55°（垂直方向）
430 × 580 × 375 mm 、21 kg

セルフパワード

127 dB ([FILL] プリセット)
100° 軸対称

セルフパワード

133 dB ([FILL] プリセット)

セルフパワード
133 dB

90° 軸対称

スタンダード

35 mm ポールマウントソケット
ETR8-2 ブラケット
ウェッジ角度：30°（垂直方向）

35 mm ポールマウントソケット
ETR12-2 ブラケット
ウェッジ角度：30°（垂直方向）

35 mmポールマウントソケット

250 × 421 × 298 mm 、13 kg

410 × 540 × 388 mm 、32 kg

520 × 445 × 520 mm 、36 kg

LF: 1 × 8’’ バスレフ
HF: 1 × 1.5’’ コンプレッション

108PW

LF: 1 × 12’’ バスレフ
HF: 1 × 3’’ コンプレッション

112PW

1 × 15’’

SB15PW!
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S SERIES
MEDIUM THROW

► シングルエレメント
► 広い水平指向性と

限定された垂直指向性

ミ ディアム ス ロ ー
到 達 距 離：3 5 m

Syva
タイプ

アンプリファイド・コントローラー
周波数特性 (-10 dB)

SPL最大音圧レベル

1

指向性 (-6 dB)

トランスデューサー
リギング
サイズ W x H x D 、 重量

ホワイトバージョン
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COLINEAR
SOURCE

DOSC

Syva Low

L-FINS

L-VENTS

パッシブ 2-Way

バスレフ

バスレフ

87 Hz - 20 kHz ([SYVA]  プリセット)

40 Hz ([SYVA LOW_100] プリセット)

27 Hz ([SYVA SUB_100] プリセット)

H × V: 140° × (+5°/-21°)

スタンダード

スタンダード

LA2Xi、LA4X、LA12X

137 dB ([SYVA]  プリセット)

MF: 6 × 5’’ バスレフ
HF: 3 × 1.75’’ コンプレッション

LA2Xi、LA4X、LA12X

137 dB ([SYVA LOW_100] プリセット)
2 × 12’’

LA2Xi、LA4X、LA12X

128 dB ([SYVA SUB_100] プリセット)
1 × 12”

ポールマウント：Syva Pole
スタック：Syva Baseを付けたSyva Low / Sub上
フライング：Syva Bar / 壁付け：Syva Wall

スタック 時は Syva Baseを使用

スタック 時は Syva Baseを使用

SYVAW

334 × 849 × 350 mm 、29 kg
SYVA LOWW

334 × 849 × 350 mm 、27 kg

144 × 1304 × 209 mm 、21 kg

1 - クレストファクター 4のピンクノイズを用いて自由空間1m地点（サブウーハーは半自由空間）におけるピークレベル（専用プリセット使用）

プライベート シャレー - グシュタード、スイス

Syva Sub

SYVA SUBW

alt-J フォレストヒルズ スタジアム
alt-J ロイヤル アルバート ホール

アリゾナ州立大学 ニーブホール
エバーグリーン ミニストリーズ
福音ルター派使徒教会

ルイ・ヴィトン・ファッションショー

アメリカ、クイーンズ（NY）
イギリス、ロンドン

アメリカ、
フェニックス（AZ）

アメリカ、ハッドソンビル（MI）
ドイツ、ハンブルク

ルーブル美術館 - フランス、パリ

マウンテンクリスチャン教会
マリティム ホテル

ヴィクトリアズ・シークレット・ファッションショー

サントス ツアー ダウンアンダー

ソルボンヌ大学

ハリウッド ボウル

アメリカ、アビンドン（MD）
ドイツ、ボン

アメリカ、ニューヨーク（NY）
オーストラリア、アデレード
フランス、パリ

アメリカ、ロサンゼルス（CA）
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A SERIES
MEDIUM THROW

ミ ディアム ス ロ ー
到 達 距 離：4 5 m

A10 Wide
タイプ

アンプリファイド・コントローラー
周波数特性 (-10 dB)

最大音圧レベル SPL 1
指向性(-6 dB) 2

トランスデューサー
リギング

サイズ W x H x D 、 重量

ホワイトバージョン
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► 垂直、水平のライン構成が可能

► エンクロージャーの角度と

台数によって決定される指向性

A10 Focus

A15 Wide

バイセンテニアル センターアリーナ

DOSC

カルバリー教会

アメリカ、
サムナー（WA）

ハリウッド ボウル

アメリカ、
ハリウッド
（CA）

CBC ラジオ-カナダ Studio 42

CONSTANT
CURVATURE
LINE SOURCE

L-VENTS

PANFLEX

A15 Focus

アメリカ、
サリナ（KS）

ナショナル シアター

オムニア ナイトクラブ

A10i Wide

カナダ、
トロント

イギリス、
ロンドン

アメリカ、
ラスベガス
（NV）

A10i Focus

オスロ ナイトクラブ

イギリス、
ロンドン

Parkteatret Scene

ノルウェー、
オスロ

カナダ、
ケベック

パレ モンカルム

ペプシ センター

プリマヴェーラ フェスティバル

A15i Wide

メキシコ、
メキシコ

スペイン、
バルセロナ

A15i Focus

パッシブ 2-Way

パッシブ 2-Way

パッシブ 2-Way

パッシブ 2-Way

パッシブ 2-Way 固定設備用

パッシブ 2-Way 固定設備用

パッシブ 2-Way 固定設備用

パッシブ 2-Way 固定設備用

67 Hz - 20 kHz ([A10]  プリセット)

66 Hz - 20 kHz ([A10]  プリセット)

42 Hz - 20 kHz ([A15]  プリセット)

41 Hz - 20 kHz ([A15]  プリセット)

67 Hz - 20 kHz ([A10] プリセット)

66 Hz - 20 kHz ([A10] プリセット)

42 Hz - 20 kHz ([A15] プリセット)

41 Hz - 20 kHz ([A15] プリセット)

エンクロージャー：10°
L-Fins：70° / 110°対称か 90°非対称

LA2Xi、LA4X、LA12X

137 dB ([A10]  プリセット)

LA2Xi、LA4X、LA12X

140 dB ([A10]  プリセット)

LA2Xi、LA4X、LA12X

141 dB ([A15]  プリセット)

LA2Xi、LA4X、LA12X

144 dB ([A15]  プリセット)

LA2Xi、LA4X、LA12X

137 dB ([A10] プリセット)

LA2Xi、LA4X、LA12X

140 dB ([A10] プリセット)

LA2Xi、LA4X、LA12X

141 dB ([A15] プリセット)

LA2Xi、LA4X、LA12X

144 dB ([A15] プリセット)

エンクロージャー：30°
L-Fins：70° / 110°対称か 90°非対称

エンクロージャー：10°
L-Fins：70° / 110°対称か 90°非対称

エンクロージャー：30°
L-Fins：70° / 110°対称か 90°非対称

エンクロージャー：10°
L-Fins：70° / 110°対称か 90°非対称

エンクロージャー：30°
L-Fins：70° / 110°対称か 90°非対称

エンクロージャー：10°
L-Fins：70° / 110°対称か 90°非対称

エンクロージャー：30°
L-Fins：70° / 110°対称か 90°非対称

フライング V：A10-BUMP か
A10-RIGBAR
フライング H：A10-LIFT
ポールマウント：A-MOUNT
スタック：A-TILT

フライング V：A10-BUMP か
A10-RIGBAR
フライング H：A10-LIFT
ポールマウント：A-MOUNT
スタック：A-TILT

フライング V：A15-BUMP か
A15-RIGBAR
フライング H：A15-LIFT
ポールマウント：A-MOUNT
スタック：A-TILT

フライング V：A15-BUMP か
A15-RIGBAR
フライング H：A15-LIFT
ポールマウント：A-MOUNT
スタック：A-TILT

フライング V：A10i-BUMP か
A10i-RIGBAR
フライング H：A10i-LIFT
フライング H/V：A-U10i
スタック：A10i-TILT

フライング V：A10i-BUMP か
A10i-RIGBAR
フライング H：A10i-LIFT
フライング H/V：A-U10i
スタック：A10i-TILT

フライング V：A15i-BUMP か
A15i-RIGBAR
フライング H：A15i-LIFT
フライング H/V：A-U15i
スタック：A15i-TILT

フライング V：A15i-BUMP か
A15i-RIGBAR
フライング H：A15i-LIFT
フライング H/V：A-U15i
スタック：A15i-TILT

A10i WIDEW

A10i FOCUSW

A15i WIDEW

A15i FOCUSW

LF: 1 × 10’’ バスレフ
HF: 1 × 2.5’’ コンプレッション

347/180 × 581 × 344 mm 、20 kg

LF: 1 × 10’’ バスレフ
HF: 1 × 2.5’’ コンプレッション

350/292 × 581 × 339 mm 、22 kg

LF: 1 × 15’’ バスレフ
HF: 1 × 3’’ コンプレッション

424/182 × 764 × 494 mm 、33 kg

1 - クレストファクター 4のピンクノイズを用いて自由空間1m地点（サブウーハーは半自由空間）におけるピークレベル（専用プリセット使用）
2 - - 水平指向角=エンクロージャーの長辺側で見た方向を水平指向角とする。

LF: 1 × 15’’ バスレフ
HF: 1 × 3’’ コンプレッション

427/347 × 764 × 490 mm 、35 kg

LF: 1 × 10’’ バスレフ
HF: 1 × 2.5’’ コンプレッション

347/180 × 569 × 366 mm 、18 kg

LF: 1 × 10’’ バスレフ
HF: 1 × 2.5’’ コンプレッション

350/294 × 569 × 366 mm 、19 kg

LF: 1 × 15’’ バスレフ
HF: 1 × 3’’ コンプレッション

424/180 × 752 × 521 mm 、29 kg

LF: 1 × 15’’ バスレフ
HF: 1 × 3’’ コンプレッション

427/345 × 752 × 516 mm 、33 kg
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K SERIES
LONG THROW

ロ ン グス ロ ー
到 達 距 離：3 5 m 以 上

Kiva II
タイプ

アンプリファイド・コントローラー
周波数特性 (-10 dB)

最大音圧レベル SPL 1
指向性(-6 dB) 2

トランスデューサー
リギング

サイズ W x H x D 、 重量

ホワイトバージョン
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コーリング・フェスティバル クラッパム・コモン

► 垂直ライン構成

コーチェラ・フェスティバル

► エンクロージャー間の

角度を変えて指向性を調整

Kara II

DOSC

アクティブ 2-Way

アクティブ 2-Way

70 Hz - 20 kHz ([KIVA II] プリセット)

55 Hz - 20 kHz ([KARA II_70] プリセット)

55 Hz - 20 kHz ([KARA II_70] プリセット)

138 dB ([KIVA II] プリセット)
H × V: 100° × 15° 3

LF: 2 × 6.5’’ バスレフ
HF: 1 × 1.75’’ コンプレッション

フライング、
スタック：KIBU II /
KIBU-SB
ポールマウント：KIET II
アンダーバルコニー：KIET II

520 × 202/104 × 357 mm 、14 kg
Kiva IIW

LA2Xi、LA4X、LA12X

142 dB ([KARA II_70] プリセット)
H x V: 70° / 90° / 110° x 10° 3

LF: 2 × 8’’ バスレフ
HF: 1 × 3’’ コンプレッション

ハリウッド ボウル

L-VENTS

Kara IIi

パッシブ 2-Way

LA2Xi、LA4X、LA12X

ハマースタイン ボールルーム

VARIABLE
CURVATURE
LINE SOURCE

固定設備用

LA2Xi、LA4X、LA12X

142 dB ([KARA II_70] プリセット)
H x V: 70° / 90° / 110° x 10° 3
LF: 2 × 8’’ バスレフ
HF: 1 × 3’’ コンプレッション

L-FINS

PANFLEX DSP

フィラルモニ・ド・パリ
マーク・ノップラー

K3

アクティブ 2-Way

42 Hz - 20 kHz ([K3_70] プリセット)

42 Hz - 20 kHz ([K3_70] プリセット)

143 dB ([K3_70] プリセット)
H x V: 70°/90°/110° x  10° 3
LF : 2 x 12’’ バスレフ
HF: 1 x 4’’ コンプレッション

LA4X、LA12X

固定設備用

143 dB ([K3_70] プリセット)
H x V: 70°/90°/110° x  10° 3
LF : 2 x 12’’ バスレフ
HF: 1 x 4’’ コンプレッション

フライング: M-BUMP / KARAMINIBU
スタック：M-BUMP / KARAMINIBU

フライング：KARAIIi-BUMP /
KARAIIi-RIGBAR
スタック：KARAIIi-BUMP

フライング：K3-BUMP / K3-RIGBAR
スタック：K3-Chariot

フライング：K3i-BUMP / K3i-RIGBAR
スタック：K3i-BUMP

733 × 252/162 × 482 mm 、26 kg

730 × 250/164 × 482 mm 、26 kg

950 x 355/286 x 400 mm 、43kg

907 x 355/288 x 403 mm 、37 kg

KARA IIiW

1 - クレストファクター 4のピンクノイズを用いて自由空間1m地点（サブウーハーは半自由空間）におけるピークレベル（専用プリセット使用）
2 - 水平指向角=エンクロージャーの長辺側で見た方向を水平指向角とする。3 - エンクロージャー間の最大角度。

アメリカ 、
インディオ
（CA）

アメリカ、
マンハッタン（NY）

アメリカ、ロサンゼルス（CA）
フランス、
パリ

2019 ワールドツアー

K3i

アクティブ 2-Way
LA4X、LA12X

イギリス、ロンドン

K3iW

2019 ワールドツアー

P!nk

2019/2020 北米ツアー

ポスト・マローン

イギリス、
リーディング

レディング＆リーズ・フェスティバル

スイス、ローザンヌ

スイス・テックコンベンションセンター

トゥモローランド

トヨタセンター、NBA ヒューストン・ロケッツ

K2

ベルギー、ボーム

アメリカ、
ヒューストン
（TX）

K1

K1-SB

アクティブ 3-Way

アクティブ 3-Way

バスレフ

35 Hz - 20 kHz ([K2_70] プリセット)

35 Hz - 20 kHz ([K1] プリセット)

30 Hz ([K1SB_60]プリセット)

H × V: 90° × 5° 3

スタンダード

フライング: K2-BUMP
スタック：K2-Chariot

フライング: K1-BUMP

フライング：K1-BUMP / K2-BUMP

1338 × 354/286 × 400 mm 、56kg

1342 × 438 × 520 mm 、106 kg

1342 × 434 × 520 mm 、83 kg

LA4X、LA12X

147 dB ([K2_70] プリセット)

H × V: 70° / 90° / 110° × 10° 3
LF: 2 × 12’’  バスレフ
MF: 4 × 6.5’’  バスレフ
HF: 2 × 3’’ コンプレッション

LA12X

149 dB ([K1] プリセット)

LF: 2 × 15’’ バスレフ
MF: 4 × 6.5’’ バスレフ
HF: 3 × 3’’ コンプレッション

LA12X

145 dB ([K1SB_X])プリセット)
2 × 15’’

77

SUB SERIES
SUB

► グラウンドスタック / フライング
► オムニ / カーディオイド構成

サブウーハー

L-VENTS

SB15m
タイプ

アンプリファイド・コントローラー
周波数特性 (-10 dB)

最大音圧レベル SPL 1
指向性(-6 dB) 2

トランスデューサー
リギング

サイズ W x H x D 、 重量

ホワイトバージョン
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OMNI / CARDIO
SUBWOOFER

SB18

SB18 IIi

KS21

KS21i

KS28

バスレフ

デュアル バスレフ

デュアル バスレフ 固定設備用

バスレフ

バスレフ 固定設備用

バスレフ

40 Hz ([SB15_100] プリセット)

32 Hz ([SB18_100] プリセット)

32 Hz ([SB18_100] プリセット)

31 Hz ([KS21_100] プリセット)

31 Hz ([KS21_100] プリセット)

25 Hz ([KS28_100] プリセット)

LA2Xi、LA4X、LA12X

137 dB ([SB15_100]) プリセット)

LA2Xi、LA4X、LA12X

138 dB ([SB18_100]) プリセット)

LA2Xi、LA4X、LA12X

138 dB ([SB18_100]) プリセット)

LA2Xi、LA4X、LA12X

138 dB ([KS21_100] プリセット)

LA2Xi、LA4X、LA12X

138 dB ([KS21_100] プリセット)

LA2Xi、LA12X

143 dB ([KS28_100] プリセット)

スタンダード および カーディオイド

スタンダード および カーディオイド

スタンダード および カーディオイド

スタンダード および カーディオイド

スタンダード および カーディオイド

スタンダード および カーディオイド

フライング：KIBU-SB
スタック：KIBU-SB
35 mmポールマウントソケット

フライング：M-BUMP/KARA-MINIBUEX
スタック：M-BUMP/KARA-MINIBUEX
35 mmポールマウントソケット

フライング：KARAIIi-BUMP

フライング：A15-BUMP、
A15-RIGBAR
35 mm ねじ込み ポールマウントソケット

フライング：A15i-BUMP、
A15i-RIGBAR
A-U15i

フライング：KS28-BUMP

1 × 15’’

580 × 439 × 520 mm 、36 kg
SB15MW

1 × 18’’

750 × 553 × 707 mm 、52 kg

1 - クレストファクター 4のピンクノイズを用いて自由空間1m地点（サブウーハーは半自由空間）におけるピークレベル（専用プリセット使用）
2 - 水平指向角=エンクロージャーの長辺側で見た方向を水平指向角とする。

1 × 18’’

701 × 540 × 728 mm 、48 kg
SB18 IIiW

1 × 21’’

764 × 571 × 620 mm 、49 kg

1 × 21’’

752 × 569 × 629 mm 、49 kg
KS21iW

2 × 18’’

1351 × 565 × 719 mm 、79 kg
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NETWORKING
A V N U 公 認 A V B ス イッ チ

► L-Acousticsのエコシステムにシームレスに統合

► オーディオおよびコントロールの分配を一体化
► 信頼性の高いネットワーク

PROCESSORS
シ ス テム ゲ ート ウ ェ イ - 3 D プ ロ セッ シン グ

LS10
タイプ
イーサネットポート
電源

リダンダント電源回路
起動時間

マネージメント
GPO

サイズ/重量
アクセサリー
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10ポート AVB イーサネット スイッチ、Avnu公認
リダンダントネットワーク対応設計

8 × Gigabit Neutrik EtherCON™ × 2 SFP ゲージ
100 - 240 V / 50 - 60 Hz、内蔵SMPS
1 × リダンダント 24V DC 入力
1 × リダンダント 24V DC 出力
5秒

gPTP プライオリティ、RSTP
一般的な障害表示
高さ: 1U
幅: 1 / 2 U
重量: 1.5 kg

ラックマウントトレー（LS10 × 2台マウント可能）

► L-Acousticsのドライブ

プラットフォームへの入口(P1)

► オブジェクトベース

プロセッシング(L-ISA Processor)

P1
タイプ
構成

I/O

リダンダンシー
プロセッシング
(各バス)
測定

ネットワーク

コントロール

Milan AVB プロセッサー、
メジャーメントプラットフォーム

96 kHz/32-bit フローティング ポイント
20 イン × 16 アウト
（+ヘッドフォン）
8 DSP バス + Cueへのマトリックスミックス
ダイレクトルーティングによるフォーマット変換

4 ×マイク/ライン イン
（48V）、4 ×ライン I/O、4 × AES/EBU I/O、8 × AVB I/O

タイムアライメント対応リダンダント信号分配

ゲイン、
ミュート、ポラリティ、
ディレイ 最大4000 ms、
16 × EQ フィルター、
クリップ保護

システムのインパルス応答を取得、
複数箇所での同時測定、
サイレントチューニング

2 × イーサネット AVB 1Gb/s ポート、Milan公認、シームレスなリダンダントネットワーク

L-ISA Processor
タイプ
オーディオ入力
オーディオ出力

オーデオ
クロック ソース

ネットワーク

コントロール

L-ISA マルチチャンネル オーディオ
プロセッサー

最大 96
サンプルレート 44.1、48、96 kHz
MADI 1/2 オプティカル、MADI 3 BNC

最大 96
MADI オプティカルとBNC (リダンダント)
1 × ステレオヘッドフォン
1 × ステレオ AES/EBU

ワード クロック イン (BNC)
MADI オプティカル イン (1、2) / BNC イン (3)

イーサネット 1 Gb/s ポート (RJ45)
L-ISA Controller

LA Network Manager、Q-SYSTM,、
Crestron®
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AMPLIFIED
CONTROLLERS

► パワーアンプ

► デジタルシグナルプロセッシング
► 包括的なシステム保護

TOURING
RACK

► AVB と Milanのシームレスなリダンダント
► 12チャンネルのハイパワーアンプを搭載

► ワールドワイドに使用可能

ドラ イブ プラットフォー ム

タイプ

出力

構成

プロセッシング

ネットワーク
コントロール

82

LA2Xi

LA4X

クラスD アンプリファイド コントローラー PFC搭載

クラスD アンプリファイド コントローラー PFC搭載

4 × 640 W @ 4Ω
2 × 1260 W @ 8Ω
1 × 2550 W @ 4 Ω

96 kHz/32-bit フローティング ポイント DSP
4 イン × 4 アウト
ブリッジ モード：4 × 3、4 × 2、4 × 1
AVB、AES、
アナログ

4 × 1000 W @ 4Ω
4 × 1000 W  @ 8Ω

96 kHz/32-bit フローティング ポイント DSP
4 イン × 4 アウト
AVB、AES、
アナログ

LA12X
クラスD アンプリファイド コントローラー PFC搭載
4 × 3300 W  @ 2.7Ω
4 × 2600 W  @ 4Ω
4 × 1400 W  @ 8Ω

96 kHz/32-bit フローティング ポイント DSP
4 イン × 4 アウト
AVB、AES、
アナログ

アレイ モーフィング
マルチバンドEQ
空気吸音補正フィルター
最大1000 ms ディレイ
（各チャンネル）
L-DRIVEシステム保護

アレイ モーフィング
マルチバンドEQ
空気吸音補正フィルター
最大1000 ms ディレイ
（各チャンネル）
L-DRIVEシステム保護

アレイ モーフィング
マルチバンドEQ
空気吸音補正フィルター
最大1000 ms ディレイ
（各チャンネル）
L-DRIVEシステム保護

LA Network Manager
Q-SYSTM、
Crestron®、
Extron®、
SNMP

LA Network Manager
Q-SYSTM、
Crestron®、
Extron®、
SNMP

LA Network Manager
Q-SYSTM、
Crestron®、
Extron®、
SNMP

2 × イーサネット AVB 1Gb/s ポート、Milan公認
Milan認証、
シームレスなリダンダントネットワーク

2 × イーサネット AVB 1Gb/s ポート、Milan公認

LA-RAK II AVB
タイプ

増幅

信号分配

フィジカル
設置

互換性

Touring Rack for L-Acoustics systems

LA12Xを3台搭載し、
ドライブの柔軟性とパワーを最大化

2 × LS10 AVB リダンダント ネットワーク スイッチ
アナログ オーディオ信号用パネル
AES / EBU オーディオ信号用パネル
ユニバーサル電源供給パネル(日本では付属無)

衝撃吸収性に優れた9Uフレームに、取り外し可能なドアと
ドリーを装備
スタック、K1/K2のバンパーに取付けフライング

リギング互換性：LA-RAK II
電気的互換性：LA-RAK II

2 × イーサネット AVB 1Gb/s ポート、Milan公認
Milan認証、
シームレスなリダンダントネットワーク
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IN-EAR
MONITORS

► ユニバーサル インイヤーモニター
► L-Acoustics と同じ音響特性

► 低音コントロール

CONTOUR XO
タイプ

ドライバー

周波数特性(-10 dB)

低音コントロール
DCR

ノイズアイソレーション

可変式低音出力
コネクター

重量

3-way クロスオーバー

10 × バランスドアーマチュアドライバー
10 Hz - 20 kHz
+15 dB

8 ohms

Meet L-Acoustics Contour XO Ambassadors

26 dB

0 to +15 dB (低音アッテネーターをケーブルに搭載)

7ピン イリジウムコネクター
8.2 g (片耳)

アリカ・ラスト

アルノ・フォールトマン
クリス・ラボールド
ダーシー・カーン

ジャック・ネリス
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システムエンジニア

システムエンジニア/サウンドエンジニア

FOH エンジニア

FOH エンジニア

スタジオ/ライブ ミキシングエンジニア

ジェームズ・ラダー

スタジオ/ライブ ミキシングエンジニア

ランス・レイノルズ

FOH エンジニア

キム・ドソク

ラモン・モラレス

ウェイン “ラビット” サージェント

ミキシングエンジニア

FOH/モニター エンジニア

スタジオ/ライブ ミキシングエンジニア
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INSTALLATION REFERENCES
スポーツ施 設

カタール、
アル・ワクラ

アル・ワクラ・スタジアム

アメリカ、
サン・アントニオ
（TX）

AT&Tセンター、NBA スパーズ

エンタープライズ・センター 、NHLセントルイス・ブルースアメリカ、セント・ルイス（MO）

マレーシア ナショナル・スタジアム

ロジャーズ・アリーナ、NHLカナックス

ラップ・アリーナ

マレーシア、
クアラルンプール
カナダ、
バンクバー

アメリカ、
レキシントン
（KY）

ステートファーム・スタジアム、NFLカージナルスアメリカ、
フェニックス（AZ）

ウェルズ・ファーゴ・センター 、NBA 76ers アメリカ、
フィラデルフィア（PA）

礼拝所

チェリーヒルズ コミュニティー教会
エレベーション教会-バランタイン
グレース・メソジスト教会

ラ イブ クラブ
ハマースミス・アポロ

ブルックリン・スチール

カイロ ジャズクラブ
アース

ハマースタイン・ボールルーム

ラ・シガール

マーキュリー・ラウンジ
ミューズバー

トルバドール
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シンガポール

オランダ、
フローニンゲン

シュリ・サティヤ・サイ・プレマムルタム
聖ジェームス教会

アメリカ、
シャーロット
（NC）

アメリカ、
ソルトレイクシティ
（UT）

LDSカンファレンスセンター

マルティニ教会

セクレト・アッセンブリー

アメリカ、
ハイランズランチ
（CO)

南アフリカ、
ヨハネスブルグ

インド、
ムッデナハッリ

ボスニア・ヘルツェゴビナ、
メジュゴリェ

イギリス、
ロンドン

アメリカ、
ブルックリン
（NY）
エジプト、
カイロ

イギリス、
ロンドン

アメリカ、
ニューヨーク
（NY）
フランス、
パリ

ロシア、
モスクワ
中国、成都

アメリカ、
ロサンゼルス
（CA）

RENTAL REFERENCES

ナ イトクラブ

アメリカ、
ラスベガス
（NV）

JEWEL NIGHTCLUB @ ARIA

スペイン、
イビザ

HI CLUB

LE BRIDGE

オムニア

フランス、
パリ

アメリカ 、
ラスベガス / サン・ディエゴ - メキシコ、
ロスカボス

イギリス、
ロンドン

オスロ・ハックニー

アイルランド、
ダブリン

テンプル バー

アメリカ、
ラスベガス
（NV）

ウェット・リパブリック・ハッカサン

アラブ首長国連邦、
ドバイ

ゼロ・グラビティ

デュッセルドルフ CCD コングレス・センター
福州 ガバメントビル

フランス、
パリ

ドイツ、
デュッセルドルフ
中国、福州

クアラルンプール・コンベンションセンター マレーシア、クアラルンプール

メルボルン・エキシビジョンセンター

ミネアポリス・コンベンションセンター
ストックホルム・カンファレンスホール

スイス・テックコンベンションセンター

劇場

オーストラリア、
メルボルン

アメリカ、
ミネアポリス
（MN）

スウェーデン、
ストックホルム

スイス、
ローザンヌ

モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団・オペラホール
国家大劇院

ロシア、
モスクワ
中国、北京

ペプシ・センター

メキシコ、
メキシコ

王立カレー劇場

オランダ、
アムステルダム

フィルハーモニー・ド・パリ
ロシア・シアターー

スマート・ファイナンシャル・センター

スター・パフォーミング・アート・センター
パームス・パール

アメリカ、
オースティン
（TX）

オースティン・シティ・リミッツ

オーストラリア、
バイロンベイ

ブルースフェスト

アメリカ、ボストン
（MA）

ボストン コーリング

アメリカ、
インディオ
（CA）

コーチェラ

アメリカ、
ナッシュビル(TN)

CMAミュージック・フェスティバル

クリームフィールズ

ダウンロード・フェスティバル

ユーロケエンヌ

フランス、
パリ

モスクワ
ロシア、

アメリカ、
シュガーランド
（TX）
シンガポール

ラスベガス
（NV）
アメリカ、

ロラパルーザ

韓国、
インチョン

ペンタポート・ロック・フェスティバル

スペイン、
バルセロナ

プリマヴェーラ・フェスティバル

ドイツ、
メンディヒ

ロック・アム・リング
ローリング・ラウド

レディング＆リーズ
サマーフェスト

トゥモローランド

アメリカ、
マイアミ
（FL）

イギリス、
リーディング / リーズ

アメリカ、
ミルウォーキー（WI）
ベルギー、ボーム
タイ、
パッタヤー

ワンダーフルーツ

スペ シャル イ ベ ント

エアロスミス DEUCES ARE WILD 2019

アジア競技大会

ラスベガス レジデントショー

インドネシア、ジャカルタ
イギリス、
ロンドン

BBCプロムス

イギリス、
ロンドン

ブリット・アワード

メキシコ、
メキシコシティ

F1 メキシコシティ・グランプリ

シンガポール

F1 シンガポール・グランプリ

金曲奨

ヒューストン・ロデオ＆ライブストック・ショー
レディ・ガガ 2019

ルイ・ヴィトン・ファッションショー

ヴィクトリアズ・シークレット ファッションショー

台湾、台北

アメリカ、
ヒューストン（TX）

ラスベガス レジデントショー

フランス、
パリ

アメリカ、ニューヨーク（NY）

アジアツアー - 2018

セリーヌ・ディオン

北アメリカツアー - 2019

シェール

デペッシュ・モード

フランス、ベルフォール
メキシコ、
メキシコ

北アメリカツアー - 2019

ボン・イヴェール

ヘレーネ・フィッシャー

チリ、サンティアゴ - ブラジル、サンパウロ - アメリカ、シカゴ（IL）

北アメリカツアー - 2018

ALT-J

イギリス、
デアズベリー

インド、
ムンバイ

グローバル・シチズン

ツ アー

フー・ファイターズ

イギリス、
キャッスル・ドニントン

ヘブン&ヘル・フェスト

コ ン ベ ン ション セ ンタ ー
カルティエ財団現代美術館

フェス ティバ ル

ハリー・スタイルズ

ワールドツアー - 2018

ワールドツアー - 2017/2018
ワールドツアー - 2018

ヨーロッパツアー - 2018
ワールドツアー - 2019

ヒュー・ジャックマン

北アメリカツアー - 2018

ロード

中国ツアー - 2018/2019

ルハン

ワールドツアー - 2019

マーク・ノップラー

マムフォード・アンド・サンズ

ワールドツアー- 2018/2019

P!NK

ワールドツアー - 2018/2019

フィル・コリンズ

ポスト・マローン

レディオヘッド

ラムシュタイン

ジェイソン・チャン FUTURE LIVE

ミュ ー ジ カ ル

ワールドツアー - 2019

北アメリカツアー - 2019

北アメリカツアー - 2018

ヨーロッパツアー - 2019

アジアツアー - 2018/2019

バンドスタンド - アメリカ、
ブロードウェイ

ブック・オブ・モルモン - アメリカ、
ブロードウェイ
キャバレー - アメリカツアー

ハミルトン - アメリカ、
ブロードウェイ

2017

2011 - 現在
2016 - 現在
2015 - 現在

キンキーブーツ - アメリカ、
ブロードウェイ

2015 - 2019

ミーン・ガールズ - アメリカ、
ブロードウェイ

2018 - 2020

レント 20th アニバーサリー - アメリカツアー

2016 - 現在

マジック・マイク- イギリス、
ウェストエンド
ザ・プロム - アメリカ、
ブロードウェイ

ミュージカル トッツィー - アメリカ、
ブロードウェイ

ウエスト・サイド・ストーリー- ヨーロッパ、中東、
アジア

2018 - 現在

2018 - 2019
2019 - 2020
2016 - 現在
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CERTIFIED PROVIDERS
L-Acousticsは、
公認ディストリビューター、
レンタルパートナー、
システムインテグレーターのネットワークを通じ

て、85カ国で展開しています。
この認証は、
エンドユーザーが常に同じ高品質のサービスを、当社の品質保証に

コミットした専門家から受けられることを保証するものです。

ディストリビュ ー ション
ネットワ ー ク

レンタル
ネットワ ー ク

シス テム イン テ グレ ー タ ー
ネットワ ー ク

ディストリビューションネットワークは、
L-

L-Acoustics レンタルネットワークは、全

L-Acoustics システムインテグレーター

国以上のプロオーディオ業界にサービス

れています。

Acousticsの社内チームと一緒に、50カ

を提供することに取り組んでいます。
ディ

ストリビューターは、
システムインテグレ
ーター、
レンタル会社、エンジニア、
コン

サルタント、
エンドユーザーを支援し、
サ
ポートします。
デモを行い、
現地での製品

販売と顧客サービスを約束します。
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世界で700以上のエージェントで構成さ

ネットワークは、L-Acoustics が定めた

チャーターに従って運営されています。

私たちのエージェントは、世界中の最

プロジェクトの分析から、電気音響と

トで活動しています。L-Acoustics シス

導入テスト、
トレーニングに至るまで、優

も有名なツアー、
フェスティバル、
イベン

テムスタンダードに基づいた機材と、L-

Acousticsシステムのトレーニングを受

け、
認定された経験豊富なエンジニアを
提供することをお約束します。

機械の仕様、システムのチューニング、
秀な人材によるシステマティックなアプ

ローチを提供しています。
インテグレー

タやコンサルタントは、全世界で20,000

件近い納入実績の経験を活用すること

ができます。
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L-Acoustics
13 rue Levacher Cintrat • 91460 Marcoussis • France
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仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 2021年10月現在

