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プレス リリース 

NAIM AUDIO、BATTISTA HYPERCAR オーナー

のための特別な音響体験を実現 

 

 
(トリノ、2020 年 7 月 29 日) 将来、史上最もパワフルなイタリアン スポーツ カーを

生産することになる Automobili Pininfarina は、最高の音響体験を提供する Naim 

Audio との新たな提携を本日発表しました。この提携に関するニュースは、高級電気

 数々の賞を受賞している Naim Audio が、世界初のピュア エレクトリック ハ

イパーカーである、Battista に 1300 ワットのサウンド体験を提供 

 オーダーメイドの Naim Audio システムは、パワーとパフォーマンスの新しい

基準を打ち立て、イタリアの希少なピュア エレクトリック ハイパーカーのキ

ャビンに 10 個のスピーカーをエレガントに搭載 

 Battista 新プロトタイプ、8 月からの最終テストと開発プログラムに向けて

着々と準備進行 

 Battista のための Naim Audio システムの新しいイメージをダウンロードす

ることができます。リンク 

https://mb.cision.com/Public/19629/3159256/87bb8a8a1b110be1.zip
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自動車メーカーの Automobili Pininfarina が、8 月から始まる厳しいテスト プロ

グラムの最終段階に向けて、ハイパーカー Battista のプロトタイプを複数準備して

いるタイミングで発表されました。 

ピュア エレクトリック ハイパーカー、Battista は、全車がイタリアのトリノ近郊

のカンビアーノで Pininfarina によって手作業で製造され、2021 年初頭から世界中

のお客様に納入されます。このデザインの傑作は 150 台のみ製造され、受賞歴のあ

る Naim Audio 社製の特注の車載用サウンド システムが装備されます。 

Rene Wollmann 氏、Automobili Pininfarina スポーツカー担当取締役は次のように

語ります。「Battista のかつてない 1,900 馬力の走行性能に、お客様は大きな期待

を寄せています。またお客様は 1,300 ワットのスリリングな車内サウンドをお楽し

みいただけます。 

「Battista の 4 つの E モーターの音も活用します。このモーター音は、このハイ

パーカーが時速 350km まで加速する際にユニークでエキサイティングなまさに「サ

ウンドトラック」を提供します。電気化は、Battista 全体のサウンド チューニング

にまったく新しい次元と機会を生み出しました」 

Automobili Pininfarina の技術者と設計者は、Naim Audio の新しいスピーカーと電

子機器をBattista の贅沢なインテリアにシームレスに統合し、壮観なエクステリア 

デザインにマッチするようにイタリアン ハイパーカーのエレガントな雰囲気を高め

ました。 

新開発の Battista オーディオ システムは、Automobili Pininfarina 初のピュア 

エレクトリック カーのキャビン内に配置された 10 個のスピーカーを通して 1300 

ワットという驚異的な音響パワーを実現しています。デュアル ボイス コイル サブ

ウーファーを採用し運転席と助手席の間に配置、シートの背後と Battista のドラマ

チックなバタフライ ドアのパネルには高音域を増幅するスーパー ツイーターを装備

しています。 
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Naim Audio は、同業の VerVent Audio ブランドである Focal のノウハウを活用し、

独特の環境に合わせてすべてのスピーカーを最適化しました。Naim Audio のマスタ

ーは、ハイパーカーの増幅と内蔵のデジタル信号処理 (DSP) システムを調整し、没

入感のあるリスニング体験を実現する優れた車載オーディオを提供します。調整は運

転席と助手席の双方に最適化されています。左右対称のスピーカー レイアウトによ

り、まるで Battista の中でミュージシャンが演奏しているかのようなリアリズムと

アンビエンスを備えた、コンサート ホールのようなスタジオ効果を生み出します。 

Charlie Henderson 氏、Naim Audio 常務取締役はこう語ります。「当社の最初の EV 

ハイパーカー用オーディオ システムが、Automobili Pininfarina の画期的な Batti

sta のために特別に開発されたことに感激しています。電気自動車の時代に、オーデ

ィオの重要性はこれまで以上に高まっています。 

「巡航速度では、Battista は静謐で平穏そのものです。そうした状況には音質が重

要になります。私たちはこれを、Battista それ自体と同じくらい革命的な、まった

く新しいサウンド体験を生み出す素晴らしい機会だと考えています。Battista は、

オーディオマニア向けの自動車用スピーカーから最高のコンポーネントを使用し、DS

P とオーディオ チューニングの専門知識を駆使して、卓越したサウンド体験を提供

します」 

終わり 
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Dan Connell 

 

 

 Christian Scheckenbach 

チーフ コミュニケーション オフィサー  広報およびパートナーシップ コミュニケーシ

ョン担当部長 (M) +49 (0) 160 553 0318  (M) +49 (0) 171 265 4094 

d.connell@automobili-pininfarina.com  c.scheckenbach@automobili-pininfarina.com 

詳細およびメディア キットについては、以下にアクセスしてください。 

www.automobili-pininfarina.com/media-zone 
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AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA 

Battista は、イタリアで設計・製造された史上最強の車になるでしょう。今日の内燃機関を搭載した公道仕様のス

ポーツ カーでは、実現不可能なレベルのパフォーマンスを提供します。1,900 馬力と 2,300 Nm のトルクにより、0

-100 km/h 加速 2 秒以内と現行の F 1 レースカーを凌駕する速さで走るBattista は、最先端のエンジニアリングと

技術をゼロ エミッションで融合させます。Battista の 120 kWh バッテリーは、4 つの電気モーター (各ホイールに

対し 1 つずつ) に電力を供給し、1 回の充電で 500 km (310 マイル) 以上の WLTP 航続距離のシミュレーションを

行っています。 

AUTOMOBILI PININFARINA について 

Automobili Pininfarina は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、高級車やプレミアムカーブランドの経験豊富な幹

部チームを擁しています。イタリアで設計、エンジニアリング、生産される Battista ハイパーカーと将来のすべて

のモデルは、Pininfarina のブランド名のもと、世界の主要な市場で販売、サービスを受けることになります。新会

社は、世界で最も持続可能な高級車ブランドを目指しています。 

同社は 100％ Mahindra & Mahindra Ltd の出資によるもので、Pininfarina S.p.A. と Mahindra & Mahindra Ltd. 

の間で商標ライセンス契約が締結され、Automobili Pininfarina と命名されました。 Pininfarina S.p.A. は、世

界の名車の多くを生産してきた 90 年に及ぶ独自の経験に基づいて、デザインと生産能力をサポートするために活躍

することになります。 

代表取締役会長である Anand Mahindra 氏、Pininfarina S.p.A. の代表取締役会長である Mahindra & Mahindra、P

aolo Pininfarina、および代表取締役会長である Dr Pawan Goenka、Mahindra Racing は、2018 年 4 月 13 日に開

催されたローマのフォーミュラ E レースで新車ブランドを発表しました。Mahindra は、2013 年に世界で最も革新

的なモーター レース シリーズが始まって以来、すべてのフォーミュラ E レースに参戦し、最先端の「レース ツー 

ロード」の持続可能な高性能技術革新の経験を急速に積み上げてきました。 

NAIM AUDIO について 

1973 年に設立された Naim Audio は、イギリスのウィルトシャーに本社を置く、数々の賞を受賞している音楽シス

テム メーカーです。卓越したエンジニアリングとデザインの歴史を持つ Naim は、最近ではデジタル音楽システム

の画期的な設計により、3 回にわたり名誉ある英国女王賞を受賞しています。 

Naim は、お客様と同じように音楽との強い関係を共有しており、その情熱が、ストリーミング プレーヤー、アンプ、

ワイヤレス スピーカー システムなどのオーディオ製品を設計・開発し、人々を音楽でつなぐことを可能にしていま

す。Naim にとって、音楽は常に第一なのです。すべての製品は、エンジニアのチームが何か月も何年もかけて設計

を完成させ、音楽が頭だけでなく心や魂に語りかけるまで満足することなく、厳しい審査を受けています。 

2011 年以降、Naim はフランスのサンテティエンヌに拠点を置く音響専門業者である Focal と提携しています。ど

ちらも、それぞれの国で卓越したブランドとして認められています。Naim は複数回の女王賞を受賞しており、Focal 

はフランス政府から「Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV、無形文化財企業)」に指定されています。Naim と F

ocal は、お客様が愛する音楽に近づけるように、それぞれの独自の分野で卓越性と革新性を融合させ、より高いレ

ベルの本格的なオーディオ パフォーマンスを可能にしました。 

 

 

 

 

 


