マックスオーディオ主催

第14 回九州ハイエンドオーディオ展示即売会

この 3 日間限りのフェア！
3月

31( 金 ) 4 月 1(土 ) 2 (日 )

開場 10:00▶閉場 19:00

エントリークラスから拘りのハイエンドクラスまで、
世界のオーディオが九州に一挙に集結する展示即売会

ホームシアター 4K,HDR,Dolby ATMOS,DTS-X 体感可能！
B&W800D3 登場！マランツサウンドマネージャー澤田氏が講演

福岡国際会議場 4F 特設
会場

中古アナログレコード大放出！高音質ソフト目白押し！
イベント盛りだくさん！詳しくは別紙をご覧ください！

第１４回九州ハイエンドオーディオフェア

福岡国際会議場駐車場

都市高速

小原由夫先生講演

243 台 収容可
百道

西鉄バス

小型でオシャレなデザインの
真空管アンプ。6BQ5 シングル、
純 A 級 3W+3W。
プライベートルームやベッドルームの
片隅でセンスの良い音楽に
癒されてみませんか？
メーカー小売り希望価格

¥ 81,000

RHODIUM200

小さな筐体に驚愕のサウンド！
ハイレゾや SACD の繊細な音や
倍音を豊かに再生し、低域も
バランスよく再現します！
メーカー小売り希望価格

¥105,840

¥89,000

オーディオ & ビジュアル

ホームシアター

アクティブスピーカー

TD-M1

世界レベルの「正確な音」
を掲げるイクリプスの
ワイヤレス機種。
デスクトップはもちろん
使える場所は多種多様。

SP ¥ 135,000 会場価格にご期待下さい
メーカー小売り希望価格

NC-50

オールインワン CD レシーバー

話題の Googie Cast やインターネットラジオに対応した
ネットワーク機能を搭載し、レコードプレーヤーとも接続
できるオールインワン CD レシーバー。これ 1 台でより
手軽にお気に入りの音楽が楽しめます。

¥86,800

メーカー小売り希望価格

¥ 108,000

PD-30

CD プレーヤー

高音質 192KHｚ24bitDAC や静音ドライブメカを搭載し、
エントリー機ながら音質にこだわったハイコストパフォー
マンスモデル！基本性能を押さえて音の再現性を追求しました！

¥ 45,360

SPM30D

スピーカー

NEW

伝統のバーチカルツイン方式と
ピュアモルトモデルが融合。
音像、音場を忠実に再現する
ハイレゾ対応スピーカー

¥ 205,200

特別チャンス価格

VPL-VW535ES

プロジェクター

4K/HDR に対応し、輝きのあるリアルな映像投射を
可能にした高画質モデル。
メーカー小売り希望価格

フェア特別価格

¥1,080,000

UDP-203JP

ユニヴァーサルプレーヤー

最新の機器を体感可能
ご自宅にホームシアターの
導入をご検討のお客様！
お気軽にご相談下さい！

AV アンプ

AVR-X6300HR

YAMAHACD プレーヤー「CD-S300」

楽器メーカーとして知られる
YAMAHA ですが、オーディオメーカー
としても超一流。スピーカーの鏡面仕上
げは、ピアノと同じ工程で造られます。
音質はもちろんの事、見た目も美しい
システムです。CD だけでなく iPhone
を繋げて聴くことも可能。FM/AM
チューナーも内蔵されている、なんとも
欲張りなコンポ！

¥206,000

ズバリ
税込

DA-150

USB-DAC

NEW

「コンパクトな設置空間にシンプルで高音質な
PC オーディオ環境を構築する」というコンセプトで、
B5 サイズに最新のスペックを投入したモデル。
メーカー小売り希望価格

¥ 105,840

会場価格にご期待下さい

ネットワークプレーヤー

NS-6170

高音質技術を投入した、楽器の倍音や音色までみずみずしく
再現する上位ﾓﾃﾞﾙ。ハイレゾ音源を高音質再生し、楽曲の
持つ魅力やアーティストの表現力を今まで以上に楽しめます。

¥91,800

メーカー小売り希望価格

¥ 113,400

AI-503

USB-DAC/ プリメインアンプ

NEW

最大 DSD11.2MHｚまで対応のデュアルモノーラル
USB-DAC を搭載！ Bluetooth にも対応したハイレゾ
DAP 時代のプリメインアンプ！

¥37,800 フェア特別価格 ¥125,800

メーカー小売り希望価格

メーカー小売り希望価格

YAMAHA スピーカー ( ペア )「NS-B901」

PC

最新のホームシアター構築に理想的なソース・コンポー
ネントがついに誕生！ホームシアター・エンスージアスト
のための比類なきオーディオ・ヴィジュアル体験を提供する、
4K ウルトラ HD Blu-ray ディスクプレーヤーです。

ドラマ番組でも登場するあの

スピーカー

¥64,800

¥138,000

スピーカー

メーカー小売り希望価格

SP ¥ 75,600

MX-3

テレビ番組やドラマなどで
よく見かける英国の
スマートなスピーカー。
「インパーデッドジオメトリー」
方式を採用したエントリー
クラスのスピーカー

新生活応援価格
DLA-Z1

プロジェクター

AV アンプ

アナログプレーヤー

SPENDOR スピーカー ( ペア )「SP3/1R2」
TRIODE 管球式 CD プレーヤー「TRV-CD5SE」
TRIODE 管球式アンプ「TRV-88SER」

英国 BBC の音響技術が盛り込まれた、
伝統的なスピーカー。そして、真空管の
暖かな音と灯り。気品溢れる柔らかな
音色をご自宅で、ゆったりと楽しみま
せんか？きっと素敵な一日を過ごせると
思います！食事をしながら、お酒を飲み
ながらにピッタリのシステムです。

ズバリ
税込

¥538,000

DP-500M

デノンの定番モデル。初めてのレコードプレーヤーと
して最適。MM 型カートリッジ付で、今日から
レコードがいい音で聴けます。

メーカー小売り希望価格

¥ 91,800

¥64,800

HD-DAC1

DAC 内蔵ヘッドフォンアンプ
HDAM SA2+
フルディスクリート
無帰還型出力バッファー
アンプを搭載した、マランツ初の
USB−DAC/ ヘッドホンアンプ。
メーカー小売り希望価格

¥ 116,640

フェア特別価格

ヘッドフォンアンプ

EPA-007x

音楽の鮮度を追求した全段ディスクリート設計のデュアル
モノーラルアンプを搭載！ピュアオーディオの高みに昇華
したヘッドホンアンプ！

¥ 151,200 フェア特別価格
メーカー小売り希望価格

スピーカー

Q300

メーカー小売り希望価格

¥ 78,840

¥63,000

プロジェクター

DLA-X770R

ネイティブ 4K 出力対応。究極のダイナミックレンジと
広色域で楽しめるハイエンドモデル。

メーカー小売り希望価格

メーカー小売り希望価格

フェア特別価格

¥ 3,780,000

UDP-105D JP

ユニヴァーサルプレーヤー

限定３台

高音質のユニバーサルプレーヤーとして AV 専門誌の各
グランプリを受賞した BDP-105D に、最先端の画像信号
処理技術を搭載した高画質モデル！

AV プリアンプ

CX-A5100

¥972,000
AV アンプ

RX-A3060

3 次元音場創生の最高峰、シネマ DSP HD3 と
Dolby Atmos&DTS:X との掛け合わせ再生が未知なる
可能性を拓く！ ESS32bit DAC 搭載、ハイエンド
9.2ChAV レシーバー！

メーカー小売り希望価格

¥291,600

フェア特別価格
MX-A5000

マルチチャンネルパワーアンプ

Dolby Atmos・DTS:X 対応、11.2CｈAV レシーバー。
パワーアンプを追加することなく [7.2.4] システムを構築
できます。「Natural:X」および「Dolby Surround」による
アップミックス再生も可能！

音質と臨場感をさらに進化させた Dolby Atmos＆DTS:X
対応フラッグシップ AV プリアンプ！究極的な音の純度を
追及しました！

11Ch を一つの空間として描ききる！圧倒的な力感と静けさ。
重厚な基本設計としなやかな汎用性がホームシアターの興奮
を加速させます !

¥302,400

¥442,800

¥302,400

¥324,000

フェア特別価格

メーカー小売り希望価格

フェア特別価格

メーカー小売り希望価格

九州道

天神

香椎

都市高速

112

百道

香椎

天神

名島

都市高速

URBAN EXPWY

粕屋入口

二又瀬
JR

九州
至北

粕屋

福岡空港

月隈

202

フェア特別価格

メーカー小売り希望価格
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MISSION スピーカー ( ペア )「SX-3」
SONY テレビ「KJ-43X8300D」

TEAC CD レシーバー「NR-7CD」

テレビの音も CD の音も、ありとあらゆ
る音源をスッキリといい音で聴きたい！
このシステムで間違いありません！
パワーメーターが針を揺らす様は、通も
唸らせる「オーディオ感」を齎します。
スピーカーは、ドラマやテレビ番組で
よく見かける英国の MISSION を使用。

ズバリ
税込

AD-850

¥700,000

太宰府

≛

SC-C500

オーディオシステム

カラオケにも使えるエコー機能搭載マイク入力端子付。 ネットワークオーディオから CD まで様々な音源が 1 台で
カセットデッキと CD プレーヤーの複合機として、
楽しめる、オールインワン・プレミアム・オーディオシステム！
トップローディング方式の CD プレーヤーはオシャレですよ！
超貴重な存在。

フェア特別価格 ¥42,980

ヘッドフォンアンプ

TA-ZH1ES

ハイレゾ音源の再現性を究極まで高めた新開発の
「D/A ハイブリッドアンプ」を搭載し、新規格のバランス端子
など様々なヘッドホンに対応した DAC 内蔵ヘッドホンアンプ！
メーカー小売り希望価格

¥ 300,240

フェア特別価格
MODEL20ib

スピーカー

Falcon Lab の無指向性
スピーカーの特徴をそのままに！
小型ボディから低音を生み
出す、モバイルフォーン
または PC 用外付け
スピーカー！

¥ 29,700

歴代 4 代目となるロングセラーモデル。
その小さな筐体からは想像出来ない
鳴りっぷりが魅力の一つ。
RUBICON シリーズで採用した
キャビネットを使用。高級感のある
ブックシェルフスピーカー。

4K テレビ

フェア特別価格

ELEAR

ヘッドフォン

40ｍｍ口径 M 型マグネシウム
合金のフルレンジ振動版を
採用した世界初のフルオープン
バックスピーカーヘッドホン！
5Hz 〜 23KHｚという周波数特性を
誇るハイファイヘッドホンです！
メーカー小売り希望価格

¥ 183,600

フェア特別価格

S-300HR-SP

スピーカー

このスピーカーだからこそ
鳴らせるサウンドステージが
ある！ハイレゾ / アナログ時代に
相応しい、ハイレゾ対応、
コアキシャル 2WAY スピーカー！

MENUET

スピーカー

¥156,600

¥216,000

¥25,000 フェア特別価格 ¥59,800

メーカー小売り希望価格

メーカー小売り希望価格

メーカー小売り希望価格

フェア特別価格

KJ-43X8300D

地上デジタル放送を
高精細 4K にアップコンバート。
HDR 信号にも対応し、
4K チューナーも内蔵。

CM1S2

スピーカー

出口

ᅦ ޢᵧᵌᵡᵌ

出口

車道
自動
九州

水城

至熊本

福岡 飯塚

 ࡅܸٽᵧᵌᵡᵌ

DALI スピーカー ( ペア )「OPTICON6」
DENON SACD プレーヤー「DCD-1600NE」
DENON プリメインアンプ「PMA-1600NE」

艶やかな音色を奏でる北欧デンマークの
スピーカー DALI。日本の白川工場で
高品質に製造されている DENON の
SACD プレーヤーとプリメインアンプで、
新たな風を吹き込みます。女性ボーカル等
の音源の再生には、うっとりさせられます。
あなただけの為に歌ってもらいましょう！

ズバリ
税込

¥450,000

DS-DAC-10R

USB-DAC/ADC

3 台限定

オーディオ銘機賞 2017 受賞。USB-DAC にプロ・クオリティーの
AD コンバーターを搭載し、DSD レコーディング・システムを実現。
フォノ入力に対応し、アナログ・レコードのアーカイブにも最適。

必見価格 ¥39,800

CR-1

ヘッドフォン

ART（Acoustic Resonance
Technology) による自然な
頭外定位を実現したこれまでに
ないヘッドホンです！
音場の解放感と聞き心地の自然さを
感じられます！

メーカー小売り希望価格

¥ 270,000

フェア特別価格

70 周年記念モデル
スピーカー

4312SE

JBL 創立 70 周年記念モデル！
70 年代初期にデビューした
「4310」のデザインを継承し、
最新スタジオモニターとして
求められる音響性能を追求したスペシャルエディション！
メーカー小売り希望価格

¥280,800

70 周年記念価格
700 Series

マルチチャンネルスピーカー

B&W CM シリーズで
最もコンパクトなモデル。
素直でピュアな音を
シンプルにあなたの
お部屋にお届けします。
メーカー小売り希望価格

¥138,240

フェア特別価格
EH320UST

単焦点プロジェクター

100 インチを 31cm から
投写可能な超短焦点プロジェクター。
4000lm のフル HD 画質、3D にも対応。
完全遮光の難しいリビングなどでも、
くっきりと映像を投射することが可能。

ピュアオーディオからシアターまで、オールラウンドな
魅力を備えた本格スピーカーシステム！
メーカー小売り希望価格

¥ 360,720

フェア特別価格
R Series

マルチチャンネルスピーカー

フェア特別価格 セットフェア特別価格 フェア特別価格 ¥225,000

パイオニア初、11Ch/880W 同時出力ダイレクトエナジー
HD アンプ搭載のフラッグシップモデル！ 11Cｈアンプを
有効に使って様々な組み合わせでマルチチャンネル再生を
楽しめます！

メーカー小売り希望価格

百道

空港入口

榎田

EXPWY
URBANEXPWY
URBAN

博多南駅

カセットデッキ /CD プレーヤー

点音源 Uni-Q ドライバーを
搭載したブックシェルフスピーカー。
力強くタイトな低音と
レスポンスを実現。

ネイティブ 4K 出力対応の
高輝度 3000lm を実現した
次世代のプレミアムモデル
プロジェクター。
JVC の映像技術がここに集約。

フェア特別価格 ¥91,800 会場お持ち帰り価格 ¥213,920
SC-LX901

都市高速

URBAN EXPWY
香椎東入口

201

線
篠栗

Ruby

ズバリ
税込

JR

線
島本
鹿児

URBAN EXPWY

博多駅東

頭外定位ヘッドフォン

管球式プリメインアンプ

の音もこれで高音質に聴くこともできます。

空港通

博多駅

筑紫通

¥29,800

スマートフォン、PC はもちろん、テレビ

百年橋通

国体道路

で録音
DSD

¥ 43,200

話題のハイレゾ音源の再生にも対応。

福岡国際会議場迄

福岡空港から約 15 分
博多駅から約 10 分
天神から約 6 分

202

明治通

呉服町駅

レコードを

メーカー小売り希望価格

レシーバー。CD、ラジオチューナー内蔵で、

中央ふ頭行
国際会議場サンパレス前
下車

艶やかな音色と共にゆったりと︒

オーディオ入門機に最適！ PC オーディオやレコードの
入力にも対応。コストパフォーマンスに優れたヤマハの
プリメインアンプです。

機種の音質ノウハウをふんだんに踏襲した

YAMAHA ネットワークレシーバー「R-N602」

テレビとセットで︑映像と音楽を美しく︒

A-S301

ご自宅へお届けします！ marantz の上位

天神
ソラリアステージ前
2A 乗り場 80 番

JR

呉服町
大博通

都市高速
都市高速

まだカセットは聴けますよ

プリメインアンプ

その上質な音をコンパクトに、あなたの

昭和通
博多ふ頭行
天神駅 中州川端駅
国際センターサンパレス前
大濠公園
下車 姪浜駅
中州
福岡駅

住吉通

福岡

福岡国際

博多駅 ( 博多口 )
博多駅センタービル前
E 乗り場 88 • 99 番

筥崎宮

東浜

3

貝塚駅

3

福岡
築港

香椎東

会場住所 〒812-0032 福岡市博多区石城町
2-13 TEL.092-262-4111
≛
3

真空管の灯りと共に︑夜な夜な一杯︒

¥81,000

奏でる、スピーカーメーカーの B&W 社。

天神北

大橋駅

ワンランク上のレコードを聴く

メーカー小売り希望価格

SP ¥ 86,400

世界トップクラスのピュアサウンドを

オーディオを始めよう

コンパクトサイズですが、
オーディオファイルも満足しうる
音質でお部屋を満たします。
安定した低域と全体の音楽性は
デスクトップに欠かせない存在に
なるでしょう！
通常のパッシブスピーカーとしても使用可能。

只者ではないアクティブ

ブルートゥース

Blutooth スピーカー

SP-ONE

B&W スピーカー ( ペア )「 685S2」

サウンドをお届け︒
YAMAHA

ちょっといい音で
音楽を聴いてみたい ...
という方！
お任せください！
様々なプランを
ご提案致します！

美しい

システムプラン

全ての音をピュアに︑コンパクトに︒

オーディオ

marantz ネットワーク CD レシーバー「MCR611」

タクシー

那 津通

道路
高速
都市
福岡

貝塚

荒津
大橋

鹿児島本線

第一回 1 日 ( 土 )11:00~ C ルームにて
第二回 1 日 ( 土 )15:00~ A ルームにて

福岡

東浜
出口 400m

福岡都市高速道路

地下鉄
福岡空港駅
から

福岡都市
高速道路

私鉄 天•神大牟田線

機器対決試聴会

専門店が奨める！

築港出口

福岡

大橋

香椎

ᅦޢᨥ
˟ᜭئ

福岡都市高速道路

同価格帯の機器を
聴き比べ！

オーディオ評論家

福岡
国際
博多 頭

URBAN EXPWY
百道入口

フェア特別価格

SC-LX701

AV アンプ

9Ch「ダイレクトエナジー HD アンプ」を搭載。Dolby
Atmos、DTS：X といった最新のオブジェクトオーディオ
の再生においてもクリエーターの意図を正確に描き出す、
9Ch・760W 同時出力という比類なき性能を実現しました！
メーカー小売り希望価格

¥251,640

フェア特別価格

サブウーファー

TD725SWMK2

低音域にも本物の正確な音を！
世界のトップアーティスト達も
認める低音のハイスピード再生は、
ステレオ・サラウンドを問わず
音場空間全体を洗練し、理想的な
リスニング環境に近づけます！

メーカー小売り希望価格

¥518,400

フェア特別価格

BDP-LX88

ユニヴァーサルプレーヤー

映画を観るのも音楽を聴くのにも対応できる反応が良く
透明感抜群のホームシアタースピーカーセットです。
メーカー小売り希望価格

音質・画質はもちろん、筐体・電源・ドライブなど各所に
力を注ぎ、ディスクに込められた映像と音の真実を引き
出すフラッグシップモデル！

メーカー小売り希望価格

¥300,240

フェア特別価格

サブウーファー

NS-SW1000

もっとも壮大で、もっとも
躍動的な重低音のための 1KW
A-YSTⅡサブウーファーの
新たなハイエンドモデル！
メーカー小売り希望価格

¥216,000

フェア特別価格

¥ 844,560

フェア特別価格
TD307THMK2

マルチチャンネルスピーカー

会場デモンストレーション中

CD や DVD 音の『正確な再生』をコンセプトに開発。
手軽に映画館やコンサートホールの臨場感を再現！
メーカー小売り希望価格

¥ 237,600

フェア特別価格

■ お支払い回数は各種お選び頂けます。■ 会場にて便利で簡単なクレッジットのお手続きも出来ます。■ 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

