さんと一緒に

ラジオ DJ でお馴染み

オーディオ評論家

福田雅光先生

昨年登場した新素材「102SSC」「Triple-C」。以前の「PCOCC」
との違いは！？解説と試聴を福田先生に行って頂きます！
ケーブル製作会の物についても講演致しますので、ご期待下さい！

最近「ハイレゾ」って良く聞くけど
一体何なの？よくわからない！
どうすれば聴けるようになるの？
そんな貴方！トギーさんと一緒に
「ハイレゾ」について学びましょう！
そして実際に聴いてみましょう！

ハイレゾシステムを使って実際に試聴

28 日（土曜）14:00~ H,IRoom 29 日（日曜）14:00~ H,IRoom
充実のアクセサリー

ルームチューニングコーナー

ワンランク上の音質を！そして、更なる高音質を！

貴方のオーディオルームには

どのアイテムが効くのか！？
お近くのスタッフまで
ご相談下さい！

音質改善
メンテナンス等！

H,I ROOM

可能
体感

HOME THEATER
話題の Dolby ATOMOS, 4K

F ROOM

H,I ROOM
中古・展示品コーナー

赤札特価 PRICE DOWN

日東紡エンジニアリンング
デモンストレーション
28 日 12:00 より
G ルームにて開催

高音質

CD&LP
ホントに下がってます！
※こちらの商品は、
１点物につき
早いもの勝ちです！
お急ぎ下さいませ！

H,I ROOM

ソフト
一部試聴可能！

新素材 102SSC 仕様

今回のフェアのお得情報

予約のお問い合わせは
マックスオーディオまで

分割 24 回 金利 1.0% 分割 36 回 金利 2.0%
分割 48 回 金利 4.0% 分割 60 回 金利 6.0%

RCA ケーブル製作会

28 日（土）11:00〜

先着 30 名様 ¥6,000 工具完備

マックスオーディオ小倉店 2F

H,I ROOM

ご予約はお早めに

H,I ROOM

B
Room

•DENON •DALI •marantz •B&W •Musik E.G
•THORENS •REVOX •LUMIN •KIT-HIT •SPEC
•SFORZAT •Amphion
•ESOTERIC •TANNOY •quadral •QUAD •Whadedale

C
•FOCAL •LUXMAN •MISSION •SONY •ELAC •AURA
Room •PS AUDIO •DELA •DS AUDIO •LINDEMANN

27 日

11:30~12:00
12:30~13:00
13:30~14:00
14:30~15:00
15:30~16:00
16:30~17:00
17:30~18:00

15:30~16:00
16:30~17:00

29 日

北九州市小倉北区
下到津 5-1-35

■福岡店

福岡県福岡市中央区
草香江 1-9-12

11:30~12:00
12:30~13:00
13:30~14:00

092-734-6789

14:30~15:00

■お支払い回数は 3〜120 回まで ■半年先までの一括払い手数料ゼロ ■夏と冬のボーナス 2 回払い ■6 ヶ月先から始まるスキップクレジット
■銀行印をご持参下さい。★学生さんは学割あります。※表示価格は全て、消費税 8% 込みの価格です。※提携ローン会社 / セディナ•JACCS•日専連

16:30~17:00

5/5（火） feat. スコット・ハミルトン（土） 5/23（土） and more...!

093-591-0469

kokura@maxaudio.co.jp http://www.maxaudio.co.jp fukuoka@maxaudio.co.jp

A

•Jeff Rowland •dcs •AVALON •LINN •PIEGA

E •OCTAVE •Brodmann •NuForce •Quadraspire
Room •Voxativ •Daniel Hertz•Clearaudio •Nottingham
F •JVC SONY •Pioneer •ONKYO •YAMAHA
Room •DENON •marantz •OS
G
•Accuphase •AGS •FOCAL
Room

H•I
Room

15:30~16:00
17:30~18:00

•DENON •DALI •marantz •B&W •ONKYO •TEAC
•ZONOTONE •Ortofon •KRIPTON •NVS •ONKYO
•nanotech systems •Oyaide •KRYNA •fo.Q
•Atomic Audio Labs •ACOUSTIC REVIVE
•REAL CABLE •SOUND MAGIC •Entreq
•JORMA DESIGN•Wire World •arte •MISTRAL
•TIGLON •JODELICA •AET •SAEC •AGS
•Dr.FEICKERT •Jan Zens •Harbeth •KRAUDIO

•Sonus faber •TechDAS •audioresearch •Graham
J
•CH Precison •Brumester •Constellation audio
Room

•Vivid audio •Wadia •acoustical-system
•Trinnov •ArtesaniaAudio •KisoAcoustic •Shizuka

K
Room

27 日
B
C
DENON エソテリック 11:00~11:30
トライオード marantz ネットワークジャパン 12:00~12:30
ナスペック イースタンサウンドファクトリー ロッキーインターナショナル 13:00~13:30
TAD
ブライトーン ラックスマン 14:00~14:30
A&M
SPEC
ソニー 15:00~15:30
富士通テン SFORZATO 完実電気 16:00~16:30
ハーマンインターナショナル marantz エソテリック 17:00~17:30
トライオード DENON ネットワークジャパン 18:00~18:30
28 日
A
B
C
富士通テン
ロッキーインターナショナル 11:00~11:30
SPEC
A&M
SFORZATO ラックスマン 12:00~12:30
ソニー 13:00~13:30
TAD
イースタンサウンドファクトリー
ナスペック ブライトーン 完実電気 14:00~14:30
トライオード DENON エソテリック 15:00~15:30
ハーマンインターナショナル marantz ネットワークジャパン 16:00~16:30
富士通テン
SPEC
ロッキーインターナショナル 17:00~17:30
A&M
SFORZATO ラックスマン 18:00~18:30
A
29 日
B
C
ナスペック ブライトーン
ソニー 11:00~11:30
TAD
イースタンサウンドファクトリー 完実電気 12:00~12:30
A&M
SFORZATO エソテリック 13:00~13:30
ネットワークジャパン 14:00~14:30
富士通テン
SPEC
ハーマンインターナショナル marantz ロッキーインターナショナル 15:00~15:30
トライオード DENON ラックスマン 16:00~16:30
ナスペック ブライトーン
ソニー 17:00~17:30
イースタンサウンドファクトリー 完実電気 18:00~18:30
TAD

10:30~11:00 ハーマンインターナショナル

10:30~11:00

■小倉店

ジョアン・チャロモクインテッド 5/16 サキソフォビア

A
Room

•JBL •Mark Levinson •REBEL •TRIODE •JUNONE
•KRONOS •TRANSROTOR •AIR TIGHT •TAD
•Vienna Acooustics •playback design •PRIMARE
•Cambridge Audio •NorthStarDesign •Pro-Ject
•ECLIPSE

17:30~18:00

主催：株式会社マックスオーディオ

•SOLID TECH •ELECTROCONPANIET•PENAUDIO

エレベーター

14:30~15:00

スコット・ハミルトン

I

K

J

ロビー

13:30~14:00

アンドレア・モティス

H

出口

12:30~13:00

音楽館 Twilight チケットはお早めに！

WC

G

11:30~12:00

LIVE のお知らせ

平賀マリカ アンドレア・モティス &

本部

10:30~11:00

福岡店店長 真鍋正太郎

•Ayre •MSB •Wilson Audio •Finite Elemente

D •PASS •McIntosh •METRONOME •ATC •MAGICO
Room •indigo •DOGMA •LeSon •YG Acoustics •ORPHEUS

•Diapason •EAR

28 日

金利 更に特別価格にて！
3 日間限りの 手数料
分割 18 回 金利 0.5%
オーディオシステムをいちから組みたい、
グレードアップしたい、音質改善をしたい、
またホームシアターを検討中のお客様は、
是非ご相談ください！この機会をお見逃しなく！

A B C D E F

入口

ソフ ト

新素材ケーブル対決！

試聴座談
会

102SSC VS Triple-C

＊予告なく変更する場合が御座いますがご了承下さいませ。

エスカレ ー タ ー

KYUSHU HIGH-END AUDIO.FAIR
TOGGY
福田屋第三弾

部屋割りタイムスケジュール

Phasemation TRIODE •SPENDOR •KOJO
•PSVANE •LUXMAN •JBL •TEAC •ONKYO
•Pioneer •YAMAHA • Olasonic •SONY
•Cambridge Audio •KORG •MITSUBISHI
•ECLIPSE •quadral •MISSION •Whafedale

D

E

D

E

D

E

F

J

アクシス 太陽インターナショナル
エレクトリ リンジャパン
クオリアジャパン フューレンコーディネート
アッカ アークジョイア
シーエスフィールド ヨシノトレーディング
アクシス 太陽インターナショナル
エレクトリ リンジャパン
クオリアジャパン フューレンコーディネート

SONY
ステラ
ゼファン
JVC
Pioneer
ノア
ONKYO エムプラスコンセプト
DENON キソアコースティック
ステラ
YAMAHA
ノア
SONY
JVC
ゼファン

アッカ ヨシノトレーディング
シーエスフィールド 太陽インターナショナル
アクシス フューレンコーディネート
エレクトリ アークジョイア
クオリアジャパン リンジャパン
アッカ ヨシノトレーディング
シーエスフィールド 太陽インターナショナル
アクシス リンジャパン

Pioneer
ONKYO
DENON
YAMAHA
SONY
JVC
Pioneer
ONKYO

ノア
エムプラスコンセプト
ゼファン
キソアコースティック
ステラ
エムプラスコンセプト
ノア
キソアコースティック

エレクトリ フューレンコーディネート
クオリアジャパン リンジャパン
太陽インターナショナル
アッカ
シーエスフィールド アークジョイア
アクシス ヨシノトレーディング
エレクトリ フューレンコーディネート
クオリアジャパン リンジャパン
アッカ アークジョイア

DENON
YAMAHA
SONY
OS
JVC
Pioneer
ONKYO
YAMAHA

エムプラスコンセプト
ゼファン
ノア

F

F

J

J

キソアコースティック
エムプラスコンセプト
ステラ
ゼファン
キソアコースティック

