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TEL ： 0120-995-823（無料） FAX受付 ： 044-572-8103

●営業時間/月曜～金曜9：30～18：00（土曜・日曜・祝日、パイオニアカスタマーサポートセンター休業日除く）
＊FAXは通話料金がかかります。予めご了承ください。

パイオニアカスタマーサポートセンター（TAD相談窓口）

商品に関するお問い合わせおよびカタログのご請求は下記のカスタマーサポートセンターへお電話でどうぞ（全国共通 無料通話）

本カタログに記載の価格には、配送費・据付費・使用後の商品引きとり代金などは含まれておりません。

安全に関するご注意 http://tad-labs.com/jp/support/お客様サポート

この印刷物には環境に配慮した植林木の用紙および植物性大豆油インキを使用しています。

●カタログに掲載されている製品には保証書が添付されています。お買い求めの際は購入年月日など所定
事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。補修用性能部品の最低保有期間は、製造
打切後8年です。●製造番号は品質管理上重要なものです。ご購入の際には製造番号をご確認ください。
●外形寸法はツマミ、端子などを含んだ最大外形寸法です。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。●水、
湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原
因となることがあります。●地震などでの製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するた
めに、設置に関しては取扱説明書に従って必ず行ってください。

カタログや取扱説明書のダウンロードなどの商品サポート情報のホームページです。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店へ。もし、販売店でおわかりにならない場合は、上記のカスタマ－サポートセンターへおたずねください。●このカタログに掲
載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。●写真の製品の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。●ハガキによるカタログの請求は希望商
品名をご記入の上、〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号パイオニアカスタマーサポートセンターへ。●ホームページにてもカタログの請求受付を行っております。

＊本機は重量がありますので、設置場所の床の強度が十分でない場合はあらかじめ補強工事が必要となる場合があります。

株式会社 テクニカル オーディオ デバイセズ ラボラトリーズ
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-3　ht tp :// tad- labs .com
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TAD Compact Evolut ion One 仕様

 「CSTドライバー」をはじめTAD独創の技術に

革新のテクノロジー「Bi -D i r e c t i o n a l  A e r o -Dyn am i c S l o t  ポート」搭載。 

凝縮された筐体から、圧倒的な音の世界がひろがる。

美学

豊潤

理想的な振動特性を追求し、

織布と不織布を５層にラミネート

した「MACS※振動板」による

18 cmウーファー。センター

キャップとコーンを一体化した

シェル（殻形状）振動板、大型

ネオジムマグネットの強力な

駆動力を余さず伝えるクレードル

型の背面形状、空気の乱流を

抑えるユニット背面のエアロダ

イナミクスデザインなどにより、

豊かでクリアな低音、素直で

伸びのある中低

域を再現します。

音像と音場に

忠実な点音源へ。

TADの主張を具現化した極小

バッフル。「CSTドライバー」

「Bi -Directional ADSポート」

などの特性を最大限に生かし

ながら、最小面積でレイアウト。

音の回折を最低限に抑え、

スムーズに幅広く音を伝搬します。

また、「トロピカルオリーブ」

の木目を用いた高品位な鏡面

仕上げ。硬質アルミサイドパネル

とあいまって、ラグジュアリーで

ありながら先鋭的でかつてない

個性的な存在感を放ちます。

■正式型番／ＴＡＤ-CＥ１-KS/ＴＡＤ-CＥ１-KJ/ＴＡＤ-CＥ１-WS/ＴＡＤ-CＥ１-WJ ■型式／3ウェイバスレフブックシェルフ型■ドライブユニット／●ウーファー：18 cmコーン型×1 ●ミッド/
トゥイーター：同軸14 cmコーン型/3.5 cmドーム型 ■パフォーマンスデータ／●再生周波数帯域：34 Hz～100 kHz ●クロスオーバー周波数：250 Hz、2 kHz ●最大入力：200 W●出力
音圧レベル：85 dB（2.83 V、1 m）●定格インピーダンス：4 Ω ■その他／●質量：30 kg（1台）●外形寸法：290 mm（W）×524 mm（H）×446 mm（D）■付属品／●アクセサリーキット：
ショートケーブル×2、クリーニングクロス、取扱説明書、保証書

Option TAD-CE1専用スピーカースタンド

■正式型番／TAD-ST2-K/TAD-ST2-W（2台1梱包）　■仕様／●質量：16 kg（1台） ●組立後外形寸法：400 mm（W）×581 mm（H）×510.3 mm（D）（1台）
■付属品／●アクセサリーキット（２台分）：スパイク（大）×6、スパイク（小）×6、スパイク受け×6、スパイク（高さ調整用）×4、ネジ（ベース⇔支柱固定用Ｍ6）×8、ネジ（天板⇔支柱固定用Ｍ6）×8、
平ワッシャー（Ｍ6用）×16、ネジ（スピーカー固定用Ｍ5）×4、スプリングワッシャー（Ｍ5用）×4、平ワッシャー（Ｍ5用）×4、取扱説明書

独創理 想とする音を

めざした革新的な

アプローチ、そ れ が 新 開発

「B i - D i r e c t i o na l ADS※ポー

ト」。エンクロージャーの両サイド

パネルにスリット状のポートを配置

し、開口部を前後へ。その導入部

をホーン形状として、滑らかに

音を広げます。さらに、前後・左右

の対称レイアウトにより、ポート

からの不要音やエンクロージャー

内の内部定在波の影響を排除。

コンパクトなサイズからは想像も

つかない、豊かで力強い音場で

リスニングルームを満たします。

鮮明自然な音の再現

のために、音源

位置をいかに集中させるか。

そのためにTADが生み出した

独創の「CST※ドライバー」を

採用。ミッドレンジとトゥイーター

を同軸配置し指向特性を一致

させ、音の乱れを排除。さらに

トゥイーター振動板は軽量・

高剛性のベリリウムを精巧に

設計、加工。250Hzから100kHz

のきわめて広い帯域にわたり、

安定性に優れた音像定位と

自然な音場空間をもたらします。 Clearly Abundant

Inventive頑強

TADの理論とテクノロジーを集約した「SILENT※エン

クロージャー」。バーチプライウッド（樺合板）のブレース

と、MDFのパネルとの組み合わせにより高い強度と制振性

を実現。さらに、「Bi -D i r e c t i o na l ADSポート」には

10mm厚の硬質アルミサイドパネルを採用。エンクロー

ジャーサイズやポートレイアウトの最適化により、250Hz

までの帯域で内部定在波を発生させない

など、優れた特性の礎となっています。 Artistic

Black on Silver
ＴＡＤ-CＥ１-KS

Black on Black
ＴＡＤ-CＥ１-KJ

Speaker Speaker
Stand

Black
TAD-ST2-K

White
TAD-ST2-W

Tough

※CST=Coherent Source Transducer の略語。 ※MACS=Multi-Layered Aramid Composite Shell の略語。

※Bi-Directional ADS= Bi-Directional Aero-Dynamic Slot の略語。※SILENT=Structurally Inert Laminated Enclosure Technology の略語。

音 楽 の 真 実 と 出 会 う 。
ありのままの音を鳴らす。響かせる。

すべては、音楽家や制作者の意思、情熱までも忠実に再現するために。

そこに、一切の演出をはさまず、決して妥協を許すことなく。

揺るぎない信念、確固たる理論、そして数々の先駆の技術で、

TADはオーディオ再生に求める理想を具現化してきた。

そしていままた、新たなアプローチと技術によるスピーカーシステム、誕生。

ここから聴こえてくるのは、音楽の真実。
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White on Silver
ＴＡＤ-CＥ１-WS

White on Black
ＴＡＤ-CＥ１-WJ
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