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morel と称した偽物（コピー品）が数多く出回っております。
通販サイトやオークションサイトにおいて「並行輸入品」や
「直輸入品」などと表示して粗悪な偽物（コピー商品）を違法に
販売しトラブルが生じている等の情報をお客さまより頂いて
おります。
ｍorel 製品をご購入の際は正規輸入元が認定した信頼のおける
正規特約販売店をお選びいただく事を強くお勧めいたします。

▲！並行輸入品・偽物(コピー品）にご注意ください。

 E 

THE MUSICUNLEASH
Discover the new car audio range 

LIVE RFORMANCEPThe magic of on the road



■革新的な技術および高度な設計哲学は、morel の心臓部と言っても過言ではありません。morel は会社設立当時から、リアリティーの
ある音楽的なパフォーマンスを得るため、製品の高度な信頼性を達成するため、そして自動車内の音響の限界を打破するために、オリジ
ナルで独特な製品を製造する際に、その厳しい基準を設定しました。これは、すべての生産およびクオリティーチェックの過程をmorel
が社内において完全にコントロールをすることによってのみ達成することができました。ここで全てをお伝えすることは出来ませんが、
下記にmorel スピーカーの設計の基礎になった技術の内の、いくつかについて説明します。

Design ＆ Technology Leveraging our extensive acoustic know-how and innovative technology.

Lotus Grille
　　　　　　  蓮の花にインスパイアされた、新しい
　　　　　　グリルは様々な形や直径の穴の特定の
　　　　　　パターンを持ち "ホーン "効果 ( 複数
の同じサイズの穴の共振周波数に起因する高周波の
ピーク ) を除去するように設計されています。
革新的な金属加工は、振動板を保護するための構造
的完全性を維持しながら、全ての周波数で "ゼロ・
インサーション・ロス "で最高潮に達する、非常に
薄い 0.4mmのグリルの製造を可能にしました。
このロータスグリルは、モレルが知的財産権を保持
しています。

C.A.R.Filter
　　　　　　このフィルタは、特にカーオーディオ
　　　　　　で使用するために特別に設計されてい
　　　　　　ます。カーオーディオは、ドライブユ
ニットがフリーエアーの環境でインストールされる
事がしばしばあります。そのために、バックプレー
トの開放部に特殊なダンピング素材を用いたフィル
タを装備して、ダンパーやコーン紙の動きをまるで
キャビネットに装着したユニットのように、気流を
抑制してコントロールします。その結果、スピーカ
ーの前後運動を最適に保ち、音響ローディングとパ
ワーハンドリングを飛躍的に改善させました。

　　　　　　ハイブリッドモータードライブシステ
　　　　　　ムはネオジウムマグネットとフェライ
　　　　　　トマグネットを特殊な手法で融合させ
ることで、同じサイズなら従来より最大で 4倍もの
協力な磁石を得ることができるマグネットシステム
です。このシステムによって、たとえ小さなスピー
カーであってもパワーアンプで増幅された音のエネ
ルギーを、より完璧な再生音に変換させる事が可能
となりました。

Hybrid

　　　　　　ヘキサテックハニカム構造は、高密度
　　　　　　な六角導線を使用することにより線と
　　　　　　線の間に発生する隙間を構造的になく
すことができ、最大 20％のエアギャップを減少させ
て、効率を向上させます。その軽量な構造のボイス
コイルは、驚くほどの迅速で精密な前後運動能力を
持ちより正確な音楽表現と細かい描写を実現します。

Hexatech aluminum voice coil

Carbon Fibre
多くの賞を受賞した Fat Lady スピーカーシステム
のドライバに由来するこのコーンのデザインは、
ROHACELL の高強度なフェザー級のフォーム層を
挟む 2つの外部カーボンファイバースキンで構成
されています。コンビネーションフォームで形成
されたコーンは、軽量で、高強度、適切にダンプ
され自然にありのままのオーディオ再生を実現し
ました。

Integra
“integrate（統合する）” の単語に由来する Integra
は、シャーシを共有するウーファーとツイーターで
構成されたスピーカーです。コアキシャルとは異な
り、埋め込みツイーターは、同心円状にウーファー
コーンに揃えられます。これは相違誤差を最小化し、
サウンドフィールドを全ての方向で一定にすること
で完璧に近いタイムアライメントを生成します。

Shield Magnet Technology
　　　　　　現代の自動車環境は、漂遊磁界に非常
　　　　　　に敏感です。現在、自動車は車両全体
にわたり複数のコンピュータ制御装置をを使用して
おり、従来の非シールドスピーカーは、車両の電気
的整合性に脅威になりえます。当社の EVC™技術を
搭載したスピーカーは、今日のハイテク車両に設置
しても 90％以上の安全を保障するシールドです。

Double Ferrite
モレルのダブルフェライトドライブシステムは、同
サイズの効率化されたダイナミックレンジのシング
ルマグネットよりも磁気エネルギーを生成します。
モーターのトッププレート上に固定された二次磁石
の位置はモレルスピーカーの " シールド "特性に貢
献しつつ、より焦点を絞った磁界を発生させ、浮遊
磁束を制御する鍵となります。従来のフェライト磁
石よりも多くの磁束を提供できます。

External Voice Coil(EVC)Technology
直径が同じ大きさの一般的なスピーカーに比べ、モ
レルのボイスコイルはなんと 3倍の大きさがありま
す。（ELATE のコーン紙のセンターキャップ部分の
外周を見てください）それにより大音量での再生時
にもクリアーでアキュレイトな音を実現しました。
非常に軽くて効率的なボイスコイルは電気力学エネ
ルギーを最適な音響エネルギーに変換します。

Magnet Technology
モータ設計におけるモレルの経験は効果的な方法で
磁気エネルギーを活用することができました。一般
的には大きな磁石がより多くのエネルギーを持ちま
すが、自動車では大きな磁石のための物理的スペー
スがありません。モレルは、この問題に対処するソ
リューションの数々を提供しています。

Woofer Cones
強さ、形状、重量、ダンピングファインディング、
コーンが持つ 4つの側面に正しい相関関係を持たせ
るには深いノウハウと長い経験を必要とします。最
新世代のドライバーは、広い分散、高精度、低歪み
のために浅い、1ピースコーン構造を利用して、こ
れらの慎重にバランスのとれたパラメータを新たな
高次元レベルに持っていきます。

Sharp role off
システム内のドライブのユニット間で不要な周波数
のオーバーラップを減らすことによって、ドライバ
の周波数ロールオフを制御する非線形周波数両極端
を排除します。パワーハンドリングを最大化しなが
ら、システムの歪みを最小限に抑える事ができます。

Paper Composite
最初のラウドスピーカーから使用され続けている選
び抜かれたペーパー材質です。
最新のペーパーコンポジットコーンは小型モーター
とボイスコイルを使用したドライバに最適なペアリ
ングと超軽量を実現しました。

Under-Hung Voice Coil
アンダーハングボイスコイルは磁気ギャップより短
いボイスコイル巻高を特色とします。これは、ボイ
スコイルがより大きなアーティキュレーションおよ
び過渡応答に結びついて、磁気エネルギーフィール
ド内にいつでもあることを意味します。

Acuflex Technology
アキュフレックス・コーティングは有効なダンピン
グを確実にして歪みのレベルや求められていない共
振音を減らし、ウォームでクリスタルクリアなオー
ディオファイルグレードのサウンドを再現するため
に開発された、特別な素材です。

MXT Crossover
モレルクロスオーバーリソリューション（MXT）は
力作 fat lady のスピーカーシステムから派生した、
当社のシステムのサウンドプレゼンテーションと音
質を向上させるいくつかの新しい概念と機能を兼ね
備えています。

Uniflow Chassis
空気と音の波を均一かつスムーズに流すため、空気
力学的に効率的でオープンな設計を使用しています。
その幾何学的形状もウーファーの可動部品との干渉
を排除し、大きなサポートと安定性のためのロープ
ロファイルスパイダーの使用を可能にします。

Soundstage
聴覚がツイーターに向けられるように改善された音
のプレゼンテーションによって、車内に設置された
ツイーターの高さにすべての音が引き上げられたよ
うに感じます。

DPC
DPC( ダンプされたポリマー・コーン ) は、モレルが
その評判を構築したコーンの派生物です。
高い自己減衰特性で、このコーンは、諧調の変化や
耳障りのないすぐれた音質を提供します。

Neodymium
利用可能な最も強力な磁石ネオジウムは、サウンド
の品質を制限することなく、ツイーターやミッドレ
ンジのように非常に制限されたスペースに設置でき
るコンパクトなスピーカーの作成を可能にします。

Positive phase
正相で接続されているすべてのドライブ · ユニット
低音レベルの詳細を聴きやすくするために、より首
尾一貫した感情的で魅力的なサウンドを実現します。

No resistors in the signal path
クロスオーバーによって音の調子を最小化し、高い
周波数で最も卓越した空気と空間を演出します。

Phase control
クロスオーバーポイントでの位相を制御する駆動ユ
ニットとその配置の柔軟性の両立を可能にします。

PFS-Progression Field Symmetry
スパイダーとサラウンドが特に高出力レベルで最適
なパフォーマンスを達成するために、長い直線振幅
を生成します。極端な条件下で、スパイダーとボイ
スコイルの変位とボトミングを防止し、ボイスコイ
ルの直線性を改善するために "ショックアブソーバ
ー "として徐々に囲まれています。

■創立者のメイヤ・モルデハイは、1975 年に彼の音楽への深い愛に触発され理想のスピーカーを作るという夢に動機づけられてmorel
を設立しました。 彼の生涯にわたる音への探求は、優れた音質のための新しい基準を一貫して設定している後に続く世代のスピーカーと
オーディオドライバーユニットをもたらしました。
■46年前の 1975 年に、メイヤ・モルデハイは音楽への深い愛に触発され、夢に動機を与えられてmorel を設立しました 。- それは最も
自然な方法で音楽の魔法をとらえるスピーカーを作成するために。彼の生涯にわたる探求の結果、優れた音質のための新しい基準を一貫
して設定する、何世代にも渡るスピーカーとオーディオドライバーユニットが生まれました。morel ブランド（モルデハイ・エレクトロ
・アコースティックから派生）は、ホームオーディオおよびカーオーディオの音響再生において「Best of」賞を受賞しています。



Engineered to reproduce music to the most exacting standards.Resolution

Ultimate SQ subwoofer featuring a 5.1”EVC, hybrid cellular / cabon-fiber cone, and cast basket. 
Field serviceble. 1,000 watts RMS.

Subwoofers
ULTIMO Ti 124     30 cm サブウーファー  ( 4Ω /  SVC ）
ULTIMO Ti 122     30 cm サブウーファー  ( 2Ω /  SVC ）

￥176,000 （税込¥193,600）
￥176,000 （税込¥193,600）

ULTIMO Ti 104     25 cm サブウーファー  ( 4Ω /  SVC ）
ULTIMO Ti 102     25 cm サブウーファー  ( 2Ω /  SVC ）

￥160,000 （税込¥176,000）
￥160,000 （税込¥176,000）

ULTIMO Ti 804     20 cm サブウーファー  ( 4Ω /  SVC ）
ULTIMO Ti 802     20 cm サブウーファー  ( 2Ω /  SVC ）

￥144,000 （税込¥158,400）
￥144,000 （税込¥158,400）

3 & 2-Way Component System
ELATE CARBON PRO 63A    16.5 cm 3 way スピーカーシステム（パッシブレス）￥500,000 （税込¥550,000）
ELATE CARBON PRO 62A    16.5 cm 2 way スピーカーシステム（パッシブレス）￥350,000 （税込¥385,000）

Tweeters

Includes a pair of Elate Carbon MW6 woofers, Elate Carbon MM3 midrange (Only 3 way), Elate Alto tweeters, 
and Lotus grilles (excluding 5.25"). Sold as active sets only.

標準小売価格

標準小売価格

SUPREMO   ( スプリーモ） 

38 ANNIVERSARY LIMITED EDITION   (38アニバーサリー リミテッド エディション）

ULTIMO Titanium   ( ウルティモ チタニウム）

ELATE CARBON PRO   ( イレイト カーボン プロ）

Hi-Fi component speakers developed for the most discerning ears, the Supremo takes high resolution to levels never experienced 
in the automotive world.

Ultimate performance with the best technologies pulled from the Supremo and Elate lines. 
Beautifully crafted, machined finished drive units featuring carbon fiber/Rohacell cones, Lotus grilles, and Supremo Piccolo tweeters. 
LIMITED TO 500.

The Ultimo Titanium is the purest expression of bass reproduction which is all but unrivalled
in car audio. Quick, accurate and with ultra low distiortion, every bass note is
distinctly heard.

Combining class leading power handling and musicality, the Elate Carbon Pro resets the performance bar to a level no competitor product can match. Available in both 
2 and 3-way systems, the Pro varients are highlighted by the 
new high-definition Elate Alto cavity-back silk dome tweeter.

標準小売価格

2-Way Component System

6.5”Unifow basket 38 LE woofers with lotus grill. 

Midrange Component System

Only 38LE M dome midrange with lotus grill.

38 LE MIDRANGE    54mm  (ヴォイスコイル径）ミッドレンジ ￥170,000 （税込¥187,000）

38 LE Woofer     16.5 cm  ウーファー ￥380,000 （税込¥418,000）
標準小売価格

標準小売価格

SUPREMO 602     　　　16.5 cm 2 way スピーカーシステム

SUPREMO 602 Active     16.5 cm 2 way スピーカーシステム（パッシブレス）
￥800,000 （税込¥880,000）
￥700,000 （税込¥770,000）

Matched pair of Supremo 6.5" carbon fibre woofers, Supremo Piccolo tweeters and MXR bi-ampable crosssovers
featuring Mundorf capacitors.  Supremo 602 Acrive is without crossover.

2-Way Component System

SUPREMO PICCOLO Ⅱ
Tweeters 

￥150,000 （税込¥165,000）

標準小売価格

Supremo 28mm cavity-back tweeter, 2.6”diameter

標準小売価格

※ULTIMO 802 は弊社在庫限りとなります。　※サブウーファーは 1個価格です。

※日本限定 100 本生産のため弊社在庫限りとなります。プレミアムショップ専売品。

※弊社在庫限りとなります。プレミアムショップ専売品。

※Active はプレミアムショップ専売品となります。

ELATE CARBON ALTO     28 mm ツィーター  ( 6Ω ） ￥155,000 （税込¥170,500）

28 mm ツィーター  ( 6Ω ）

ULTIMO 802         20 cm サブウーファー  ( 2Ω /  SVC ） ￥100,000 （税込¥110,000）

Midrange & Woofers & passive crossover networks 標準小売価格

2-Way Component System
ELATE CARBON  62A    16.5 cm 2 way スピーカーシステム（パッシブレス） ￥300,000 （税込¥330,000）

Tweeters
Includes a pair of Elate Carbon MW woofers, MT450 tweeters, and Lotus grilles (excluding 5.25"). Sold as active sets only.

標準小売価格

ELATE CARBON   ( イレイト カーボン）
The Elate Carbon uses the same unique woofers and midrange as the Elate Carbon Pro versions, but come with the new compact MT450 tweeter featuring an open cavity design and 
dual neodymium magnet motor. It's the choice for those who want 
high-end performance, but are looking for a discrete or factory fit.

標準小売価格
MT450             28 mm ツィーター  ( 6Ω ） ￥100,000 （税込¥110,000）

ELATE CARBON MM3     8.9 cm  コーン型ミッドレンジ  ( 4Ω ）
ELATE CARBON MW5     13.0 cm  スピーカー

￥165,000 （税込¥181,500）
￥215,000 （税込¥236,500）

ELATE CARBON MW6     16.5 cm  スピーカー
ELATE CARBON MW9      22.5 cm サブウーファー  ( 4Ω /  SVC ） 

￥215,000 （税込¥236,500）
￥125,000 （税込¥137,500）

MXT380C    3-Way パッシブクロスオーバーネットワーク（バイアンプ対応）
MXT280C    2-Way パッシブクロスオーバーネットワーク（バイアンプ対応）

￥095,000 （税込¥104,500）
￥075,000 （税込¥082,500）

NEW!!
NEW!!

NEW!!

NEW!!

NEW!!
NEW!!
NEW!!
NEW!!
NEW!!
NEW!!

NEW!!

Reference Ultimate synergy of sound quality and power handring.

※サブウーファーは 1個価格です。　※MW5とMW9にはオクトパスグリルが付属します。



ELATE Ti 603     16.5 cm 3 way スピーカーシステム ￥320,000 （税込¥352,000）
ELATE Ti 602     16.5 cm 2 way スピーカーシステム ￥240,000 （税込¥264,000）

Includes a pair of Unifow basket ELATE Ti MW woofers, CDM-880 Acuflex dome midrange (only 3-Way), 
MT350 tweeters, and bi-ampable MXT380 crossovers or bi-ampable MXT280 crossovers.

ULTIMO Ti SC 124     30 cm サブウーファー  ( 4Ω /  SVC ）
ULTIMO Ti SC 104　 25 cm サブウーファー  ( 4Ω /  SVC ）

￥107,000 （税込¥117,700）
￥099,000 （税込¥108,900）

3 & 2-Way Component System 標準小売価格

Subwoofers 標準小売価格

ELATE Titanium   ( イレイト チタニウム）

ULTIMO Ti SC & SC   ( ウルティモ チタニウム エスシー アンド ウルティモ エスシー）

One of the most recognized speakers in HiFi car audio, Elate sets the industry bar for its combination of high power handling and musicality. 
Elate is designed for people who truly enjoy all
aspects of music.

The ultimate all-around performance subwoofer. The SC borrows its SQ origins from the Ultimo subwoofer line while offering higher efficiency 
and a broadenclosure range. 
Perfect for sound quality and big bass.

Astounding transparency and imaging, being more musically dynamic than ever.Believes

Ultimate SQ subwoofer featuring a 5.1" EVC, hybrid cellular/carbon-fiber cone, and cast basket. 
Field serviceable. 600 watts RMS.

ULTIMO SC 124　     30 cm サブウーファー  ( 4Ω /  SVC ） ￥090,000 （税込¥099,000）
ULTIMO SC 122         30 cm サブウーファー  ( 2Ω /  SVC ） ￥090,000 （税込¥099,000）

※サブウーファーは 1個価格です。オクトパスグリルが付属します。

Reference Ultimate synergy of sound quality and power handring.

HYBRID 63  Mark II　     16.5 cm 3 way スピーカーシステム
HYBRID 62  Mark II　     16.5 cm 2 way スピーカーシステム

￥263,000 （税込¥289,300）
￥178,000 （税込¥195,800）

Includes a pair of Hybrid MW6 MKII woofers, CDM700 dome midrange (Only 3-Way), MT300 tweeters, 
and Lotus grilles. Complete with passive crossovers.

標準小売価格3-Way & 2-Way Component System

HYBRID MARKⅡ  ( ハイブリッド マークツー） 
A commanding performer using Morel's advanced hybrid Neodymium/ferrite EVC motor structure and 2.1" voice coil , and high resolution 
MT300 tweeter. Compact, lightweight and tremedously powerful, the Hybrid offers the performance of systems offered at twice the price.

標準小売価格2-Way Component System

HYBRID & HYBRID INTEGRA   ( ハイブリッド & ハイブリッド インテグラ） 
A commanding performer using Morel's advanced hybrid motor structure, and high resolution MT230 tweeter. Compact, lightweight and 
tremedously powerful, the Hybrid offers the performance of systems offered at twice the price.

HYBRID INTEGRA 402  SLIM   10 cm 2 way コアキシャルスピーカー（薄さ41.5mm） ￥099,000 （税込¥108,900）
Includes a matched pair of 2-way point-source drivers with integrated 28mm soft-dome tweeter 
and MXR250i 2-way crossover.

Point Source Systems 標準小売価格

※HYBRID & HYBRID INTEGRA シリーズ ( 現行製品 ) は弊社在庫限りとなります。

Midrange & Woofers & passive crossover networks 標準小売価格

Tweeters 標準小売価格
MT300             28 mm ツィーター  ( 6Ω ） ￥175,000 （税込¥082,500）

CDM700                           54 mm（ヴォイスコイル径）  ミッドレンジ  ( 8Ω ）
HYBRID MW6 Mark II   16.5 cm  スピーカー　

￥185,000 （税込¥093,500）

MXR240.4                        2-Way パッシブクロスオーバーネットワーク
MXR300.4                        3-Way パッシブクロスオーバーネットワーク

￥048,000 （税込¥052,800）
￥063,000 （税込¥069,300）

Midrange & Woofers & passive crossover networks 標準小売価格

CDM880 II                 54 mm（ヴォイスコイル径）  ミッドレンジ  (  6Ω ）
ELATE Ti MW6          16.5 cm  スピーカー　

￥100,000 （税込¥110,000）

ELATE Ti MW9          22.5 cm サブウーファー  ( 4Ω /  SVC ） 
MXT380     3-Way パッシブクロスオーバーネットワーク（バイアンプ対応）
MXT280     2-Way パッシブクロスオーバーネットワーク（バイアンプ対応）

￥080,000 （税込¥088,000）
￥060,000 （税込¥066,000）

※サブウーファーは 1個価格です。　※ELATE Titaniumシリーズ ( 現行製品 ) は弊社在庫限りとなります。

NEW!!
NEW!!

NEW!!

NEW!!
NEW!!
NEW!!
NEW!!

￥190,000 （税込¥099,000）

￥135,000 （税込¥148,500）
￥090,000 （税込¥099,000）

HYBRID 402 SLIM    10 cm 2 way スピーカーシステム（薄さ41.5mm）￥126,000 （税込¥138,600）
A Includes a pair of Uniflow basket Hybrid MW4 SLIM woofers, MT230 tweeters, 
and MXR240.3 2-way crossover networks.

Tweeters & passive crossover networks 標準小売価格
MT230                              28 mm ツィーター  ( 6Ω ） ￥063,000 （税込¥069,300）
MXR240.3                        2-Way パッシブクロスオーバーネットワーク ￥032,000 （税込¥035,200）NEW!!

※ツィーターとミッドレンジにはロータスグリル、ウーファーには網グリルが付属します。

NEW!!
NEW!!



Enhance, upgrade or build your speaker system.Components
TWEETERS & MIDRANGE & MOUNT　(ツィーター&ミッドレンジ &マウント ) 

“NANO”  This high fidelity solution is the shallowest component system in car audio featuring a maximum mounting depth of only 0.67” (17mm)
“VIRTUS”  Utilizing Morel's core technology such as our efficient 2.1" EVC (external voice coil), technology, CAR filter, and Accuflex MT120 tweeter, 
the Virtus is an exceptional value offering near HiFi performance and Morel's signature sound.

CCWR 254      63.5 mm  コーン型ミッドレンジ  ( 4Ω ）

GRILL 254       CCWR254用 網グリル（外径82ｍｍ）

￥134,000 （税込¥037,400）
￥034,900 （税込¥065,390）

IIncludes a pair of Unified basket Virtus MW woofers, CDM600 dome midrange (only 3-Way), MT120 tweeters, 
and MXR300 3-way crossovers or MXR200.3 2-way crossovers.

Components

VIRTUS NANO CARBON 603 TYPE2     16.5 cm 3 way スピーカーシステム ￥180,000 （税込¥198,000）
NANO CARBON 3 & 2-Way Component System 標準小売価格

VIRTUS NANO CARBON 602 TYPE2     16.5 cm 2 way スピーカーシステム ￥135,000 （税込¥148,500）

Affordable and efficient SQ / SPL subwoofer with 2" voice coil, composite paper cone, 
and high-energy ferrite motor. 250-350 watts RMS.

Performance Series Subwoofers
PRIMO 124     30 cm サブウーファー  ( 4Ω /  SVC ）
PRIMO 104     25 cm サブウーファー  ( 4Ω /  SVC ）

￥050,000 （税込¥055,000）
￥048,000 （税込¥052,800）

PRIMO 804     20 cm サブウーファー  ( 4Ω /  SVC ） ￥045,000 （税込¥049,500）

標準小売価格

PRIMO　(プリモ ) 
Morel build and sound quality at an exceptional price. Primo subs offer superb sound and high output while working in small sealed or 
vented enclosures. Primo was designed to work well in both sealed and vented applications, to deliver great efficiency, enabling it to 
generate high output levels (dB's) even with a modest power amplifier.

※サブウーファーは 1個価格です。
※画像のグリルは付属しません。

All the virtues and sound of Morel in a�ordable packages.Performance 

MT 220           28 mm（ヴォイスコイル径）  ツィーター  ( 4Ω ） ￥049,000 （税込¥053,900）

VIRTUS 603     16.5 cm 3 way スピーカーシステム ￥138,000 （税込¥151,800）
3 & 2-Way Component System 標準小売価格

VIRTUS 402     10.0 cm 2 way スピーカーシステム ￥192,000 （税込¥101,200）

※ツィーターにはロータスグリル、ミッドレンジには網グリル、ウーファーには網グリルが付属します。

VIRTUS 602     16.5 cm 2 way スピーカーシステム ￥100,000 （税込¥110,000）

NEW!!

NEW!!
IIncludes a pair of Unified basket Virtus NANO CARBON MW6 Type2 woofers, CDM600 dome midrange 
(only 3-Way), MT120N tweeters , and MXR300 3-way crossovers or MXR240.3 2-way crossovers.

VIRTUS NANO CARBON TYPE2   ( ビルタスナノカーボン タイプツー） 
Ultimate synergy of sound quality and power handring.Reference

MPS AMPLIFIERS　(エムピーエス アンプリファイアーズ ) 
The MPS amplifiers are the result of an extensive investment in design and testing to produce products that provide a fine balance of built quality, 
sonic performance and affordability.

MPS 5.950     5 ch パワーアンプ / 4 x 100 w + 1 x 550 w ( 2Ω )
MPS 4.400     4 ch パワーアンプ / 4 x 100 w ( 2Ω ) ,  4 x 70 w ( 4Ω )

￥118,000 （税込¥129,800）
￥064,000 （税込¥070,400）

Performance Series Amplifiers

MPS 1.550     1 ch パワーアンプ / 1 x 550 w ( 2Ω ) ,  1 x350 w ( 4Ω ) ￥064,000 （税込¥070,400）

標準小売価格

MPS-R1          ベースレベルリモートコントローラー ￥006,400 （税込¥067,040）

 Includes (1) MPS amplifer, (1) 2mm hex wrench, (1) 2.5mm hex wrench, (1) 3mm hex wrench,
 (4) Mounting screws, (1) User manual, .

MPS-HL          ハイレベル入力用RCAコンバーター ￥003,800 （税込¥064,180）

Utilizing Morel's core technology such as our efficient 2.1" EVC (external voice coil) technology, CAR filter, and Accuflex MT120 tweeter, the Virtus is
an exceptional value offering near HiFi performance and Morel's signature sound.

VIRTUS   ( ビルタス） 

VIRTUS NANO INTEGRA CARBON 602     16.5 cm コアキシャル2 way
Integra Point Source Systems

NEW!! ￥132,000 （税込¥145,200）

※VIRTUS NANO CARBON TYPE2 シリーズ ( 現行製品 ) は弊社在庫限りとなります。

Includes a pair of 2-way Virtus nano point-source drivers with carbon fiber cone and integrated 28mm soft-dome
tweeter, and 2-way crossover.

※画像には有りませんが、オクトパスグリルとパッシブクロスオーバーネットワークが付属します。

MTM 1          丸型ツィーター埋込マウント ￥003,600 （税込¥063,960）NEW!!
※全てペアの価格です。

※VIRTUS NANO CARBON INTEGRA シリーズ ( 現行製品 ) は弊社在庫限りとなります。

TEMPO ULTRA & MAXIMUS 
MAXIMO ULTRA & MAXIMO用（　　　　　　   ）

標準小売価格

Tweeters 標準小売価格
MT120N             28 mm ツィーター  ( 4Ω ） ￥058,000 （税込¥063,800）NEW!!

標準小売価格

※VIRTUS シリーズは弊社在庫限りとなります。



TEMPO ULTRA & TEMPO ULTRA INTEGRA　(テンポ ウルトラ ＆ テンポ ウルトラ インテグラ ) 

MAXIMO ULTRA & MAXIMO ULTRA COAX ( マキシモ ウルトラ ＆ マキシモウルトラ コアックス ) 

The new Tempo Ultra line takes the meaning of value performance to a whole new level. 

MAXIMO ULTRA 602 COAX     16.5 cm 2 way コアキシャルスピーカー
MAXIMO ULTRA 502 COAX     13 cm 2 way コアキシャルスピーカー

￥034,0 ¥込税（ 00 037,400）
￥934,0 ¥込税（ 00 037,400）

Maximo Ultra coaxial speakers with 20mm soft dome tweeters and integrated hi-quality film capacitors.
MAXIMO ULTRA 402 COAX     10 cm 2 way コアキシャルスピーカー ￥030,0 ¥込税（ 00 033,000）

Integra Speakers 標準小売価格

MAXIMO ULTRA 502 MKⅡ      13 cm 2 way スピーカーシステム ￥050,0 ¥込税（ 00 055,000）
Affordable, 2-way component systems with a pair of Maximo woofers, 25mm soft-dome tweeters and 2-way crossovers.

2-Way & 3-Way Component System 標準小売価格

TEMPO Ultra Integra 602     16.5 cm 2 way コアキシャルスピーカー
TEMPO Ultra Integra 502     13 cm 2 way コアキシャルスピーカー

￥052,00 ¥込税（ 0 057,200）
￥052,00 ¥込税（ 0 057,200）

 (INTEGRA) Includes a pair of Tempo Ultra point source speakers with integrated 25mm tweeters.
TEMPO Ultra Integra 402     10 cm 2 way コアキシャルスピーカー ￥047,00 ¥込税（ 0 051,700）

Integra Speakers 標準小売価格

TEMPO Ultra  602 MKⅡ         16.5 cm 2 way スピーカーシステム

TEMPO Ultra  502 MKⅡ         13 cm 2 way スピーカーシステム
￥080,0 ¥込税（ 00 088,000）
￥080,0 ¥込税（ 00 088,000）

2-Way Component System 標準小売価格

※画像のグリルは付属しません。

MAXIMUS　(マキシマス ) 
With its newly developed high efficiency hybrid magnet motor it delivers lively bass and a powerful overall performance. Even when driven by a factory 

MAXIMUS 602 V2    16.5 cm 2 way スピーカーシステム ￥055,00 ¥込税（ 0 060,500）
Includes a pair of Maximus woofers, 25mm Maximus tweeters, and Integrated crossover 6dB / 12dB

2-Way Component System 標準小売価格

※画像のウーファーグリルは付属しません。  ※真円型の埋込みマウントは付属しません。

MAXIMO ULTRA 603 MKⅡ     16.5 cm 3 way スピーカーシステム
MAXIMO ULTRA 602 MKⅡ     16.5 cm 2 way スピーカーシステム

￥090,0 ¥込税（ 00 099,000）
￥050,0 ¥込税（ 00 055,000）

NEW!!

NEW!!

Performance

MAXIMO & MAXIMO COAX  ( マキシモ ＆ マキシ コアックス ) 
A performer that sells itself, the Maximo is an affordable opportunity for anyone looking for great sound to discover Morel. Engineered to easily 
integrate with most factory head units or powered with a small amplifier.

MAXIMO COAX 6        16.5m 2 way コアキシャルスピーカー
MAXIMO COAX 5        13 cm 2 way コアキシャルスピーカー

￥024,0 ¥込税（ 00 026,400）
￥922,0 ¥込税（ 00 024,200）

Maximo coaxial speakers with 20mm soft dome tweeters and integrated hi-quality film capacitors.

Integra Speakers 標準小売価格

Affordable, 2-way component systems with a pair of Maximo woofers, 25mm soft-dome tweeters and 2-way crossovers.

2-Way Component System 標準小売価格

MAXIMO 6                   16.5 cm 2 way スピーカーシステム ￥039,0 ¥込税（ 00 042,900）NEW!!

Tweeters 標準小売価格
TEMPO Ultra Tweeter           28 mm ツィーター  ( 4Ω ） ￥40,0 ¥込税（ 00 044,000）

Includes a pair of Tempo Ultra woofers, 28mm Tempo tweeters, and 2-way passive crossovers with tweeter level 
control.

NEW!!

Tweeters 標準小売価格
MAXIMUS Tweeter           25 mm ツィーター  ( 4Ω ） ￥033,00 ¥込税（ 0 036,300）NEW!!

Tweeters 標準小売価格
MAXIMO Tweeter        25 mm ツィーター  ( 4Ω ） ￥022,0 ¥込税（ 00 024,200）NEW!!

商品に関するご注意▲！
■本カタログ掲載の希望小売価格には、取り付け費は含まれていません。
■改良のため予告なく価格・仕様及び外観は変更されることがあります。予めご了承ください。
■本カタログと実際の製品との色は印刷条件等により、多少異なる場合もあります。
■日本国内におけるモレル社製品は正規特約店でお買い求めください。直輸入品および並行輸入品
　に対して弊社の保証は適応されません。補修用部品の供給もいたしません。
※このカタログの記載内容は 2021 年 2月現在のものです。

安全に関するご注意
■正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず販売店から説明を受けてください。
■水、湿度、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
　事故、火災、感電、故障などの原因になることがあります。

▲！

URL:  http://www.janline-and-partners.com/　
■総発売元 ジャンライン＆パートナーズ

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北４－４３－１
 E-mail:  info@janline-and-partners.com  

■総輸入元 ジャンライン株式会社

& PARTNERS INC. 

※画像には有りませんがウーファーグリルが付属します。

※ウーファーグリルが付属します。

■お問い合わせは下記の正規特約店までお願いいたします。

NEW!!

※ウーファーのグリルは付属しません。

※MAXIMOシリーズは弊社在庫限りとなります。


