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アキュフェーズ株式会社　　Accuphase (Japan)

株式会社ステラ　　                  TechDAS (Japan) Graham Engineering(USA)
　　　　　　　　　　　　　VIVID audio (The Republic of South Africa)
　　　　　　　　　　　　　Constellation audio (USA) Trinnov audio (France)
                                                      STORMTANK (Germany) SAT (Switzerland) 

株式会社アーク・ジョイア　FRANCO SERBLIN (Italy) Bespoke audio (UK) 
　　　　　　　　　　　　　Daniel Hertz (Switzerland) 

株式会社ノア　　　　　　　Brumester (Germany) KLAUDiO (USA)
　　　　　　　　　　　　　DR.FEICKERT ANALOGUE (Germany) Sonus faber (Italy)
　　　　　　　　　　　　　acoustical systems (Germany) audio research (USA) 
株式会社ステラ　　　　　　TechDAS (Japan) Graham Engineering(USA)
　　　　　　　　　　　　　VIVID audio (The Republic of South Africa)
　　　　　　　　　　　　　Constellation audio (USA) Trinnov audio (France)
株式会社ゼファン　　　　　CH Precision (Switzerland)BOENIKCE (Switzerland) 
キソアコースティック株式会社   Kiso Acoustic (Japan) Shizuka (Japan) 
株式会社エムプラスコンセプト   Harbeth (UK) 

株式会社リンジャパン　　　LINN (UK)

アクシス株式会社　　　　　Ayre (USA) DanD’ Agostino (USA)
　　　　　　　　　　　　　WILSON AUDIO (USA) Bergmann (Denmark)

株式会社ジェーブイシーケンウッド　　JVC (Japan)

オンキヨーパイオニアマーケティングジャパン株式会社   Pioneer (Japane)

オンキヨーパイオニアマーケティングジャパン株式会社  ONKYO (Japan) Pioneer (Japan) 

ソニーマーケティング株式会社 SONY (Japan)

株式会社ヤマハミュージックジャパン YAMAHA (Japan)

株式会社ヤマハミュージックジャパン YAMAHA (Japan)

株式会社ディーアンドエムホールディングス DENON( Japan) 

株式会社オーエスプラス e　 OS (Japan) Optoma (USA)

株式会社トライオード　　　Cocktail audio (Korea) didT High-End (Dutch)
　　　　　　　　　　　　　PS VANE (China) SPENDOR (UK) TRIODE (Japan)

アイシン高丘エンジニアリング株式会社  TAOC (Japan) 

株式会社コルグ　　　　　　KORG (Japan)

ティアック株式会社　　　　TEAC (Japan) beyerdynamic (Germany)

完実電気株式会社　　　　　ELAC (Germany) PS AUDIO (USA)   DELA (Japan)
　　　　　　　　　　　　　OLASONIC (Japan)  ACCUSTIC ARTS (Germany)
　　　　　　　　　　　　　DS Audio (Japan)  Rega (UK)

ファルコン株式会社　　         Falcon Lab (Japan) 

スペック株式会社　　　　　SPEC (Japan) EAT (UK)  ACOUSTIC REVIVE (Japan)

ネットワークジャパン株式会社   quadral (Germany) SOUND MAGIC (USA)
　　　　　　　　　　　　　Real Cable (France)
　　　　　　　　　　　　　

オルトフォンジャパン株式会社    Ortofon (Denmark) Acoustic Solid (Germany)
株式会社小柳出電気商会          Oyaide (Japan)  Entreq (Sweden)

KRYNA 株式会社                          KRYNA(Japan) 
株式会社ナノテック・システムズ           nanotec-systems (Japan)
株式会社前園サウンドラボ     Zonotone (Japan)
木曽興業株式会社                       fo.Q (Japan) modrate (Japan)
日本音響エンジニアリング株式会社   AGS (Japan)

有限会社アッカ　　　　　　KRELL (USA) ORPHEUS (Switzerland)
　　　　　　　　　　　　　YG ACOUSTICS (USA)

株式会社エレクトリ　　　　McIntosh (USA) PASS (USA) MAGICO (USA) 
　　　　　　　　　　　　　EMT (Germany)

株式会社太陽インターナショナル   JEFF ROWLAND DESIGN GROUP (USA) dCS (UK) 
　　　　　　　　　　　　　　   AVALON ACOUSTICS (USA)   NAGRA (Switzerland) 

KEF ジャパン株式会社　　　KEF (UK)

OPPO Digital Japan 株式会社OPPO (USA) Aurender (USA) Bricasti Design (USA)

アイレックス株式会社　　　NVS (USA) Reed (Lietuvos Respublika) 

有限会社フューレンコーディネート OCTAVE AUDIO (Germany) Brodmann (Austria)
　　　　　　　　　　　　　PIEGA (Switzerland) NuPrime (USA) Aavik (Denmark) 
　　　　　　　　　　　　　QUADRASPIRE (UK) 

シーエスフィールド株式会社   VITUS AUDIO (Denmark) PENAUDIO (Finland) 
                                                                    JORMA DESIGN (Sweden) COLD RAY (EU) 
                                                            JODELICA (Japan) SOLID TECH (Sweden) 

ソニーマーケティング株式会社 SONY (Japan)

ハーマンインターナショナル株式会社  JBL (USA) Mark Levinson (USA)

エイ・アンド・エム株式会社  AIR TIGHT (Japan) TRANSROTOR (Germany)

パナソニック株式会社                Technics (Japan) 

株式会社ナスペック　　　　Vienna Acoustics (Austria) ISOTEK (U.K.)
　　　　　　　　　　　　　MONITOR AUDIO (UK) Playback designs (USA) 
　　　　　　　　　　　　　Cambridge Audio (UK) darTZeel (Switzerland)

富士通テン株式会社　　　　ECLIPSE (Japan)

株式会社イースタンサウンドファクトリー   REVOX (Switzerland)THORENS (Switzerland) 
                                                            QED (Germany) Q Acoustics (UK) MYRYAD (UK)

ラックスマン株式会社　　　LUXMAN (Japan)

エソテリック株式会社　　　ESOTERIC (Japan) TANNOY (UK) 
                                                            avantgarde acoustics (Germany)

株式会社ディーアンドエムホールディングス　DENON (Japan) marantz (Japan) B&W (UK) 
                                                            DALI (Denmark)

株式会社ディーアンドエムホールディングス　DENON (Japan) marantz (Japan) B&W (UK) DALI (Denmark)

協同電子エンジニアリング株式会社 Phasemation (Japan)

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  TAD(Japan) 

株式会社ロッキーインターナショナル  FOCAL (France) ACOUSTIC SIGNATUR (Germany) 

10:30~11:0010:30~11:00 ハーマンインターナショナルハーマンインターナショナル エソテリックエソテリック
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エレクトリエレクトリ
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エレクトリエレクトリ
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アクシスアクシス
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アクシスアクシス

アッカアッカ
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ロッキーインターナショナルロッキーインターナショナル

K E F ジャパンKEF ジャパン
エミライエミライ

ラックスマンラックスマン
スペックスペック

ディーアンドエム (DENON)ディーアンドエム (DENON)

ヤマハヤマハ

JVC ケンウッドJVC ケンウッド
ディーアンドエム (DENON)ディーアンドエム (DENON)

オンキョー＆パイオニアオンキョー＆パイオニア
ソニーソニー
ヤマハヤマハ

オンキョー＆パイオニアオンキョー＆パイオニア
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JVC ケンウッドJVC ケンウッド
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JVC ケンウッドJVC ケンウッド
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オンキョー＆パイオニアオンキョー＆パイオニア
JVC ケンウッドJVC ケンウッド
ディーアンドエム (DENON)ディーアンドエム (DENON)
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ステラステラ
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ゼファンゼファン
キソアコースティックキソアコースティック

ディーアンドエム (marantz)ディーアンドエム (marantz)

ディーアンドエム (marantz)ディーアンドエム (marantz)

リンジャパンリンジャパン
太陽インターナショナル太陽インターナショナル

アークジョイアアークジョイア

ゼファンゼファン

エムプラスエムプラス

キソアコースティックキソアコースティック
アークジョイアアークジョイア

ステラステラ
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ゼファンゼファン
キソアコースティックキソアコースティック

エムプラスエムプラス
アークジョイアアークジョイア

エムプラスエムプラス
アークジョイアアークジョイア

フューレンコーディネートフューレンコーディネート

リンジャパンリンジャパン
太陽インターナショナル太陽インターナショナル

フューレンコーディネートフューレンコーディネートフューレンコーディネートフューレンコーディネート

K E F ジャパンKEF ジャパン
エミライエミライ

リンジャパンリンジャパン
太陽インターナショナル太陽インターナショナル

KE F ジャパンKEF ジャパン
エミライエミライ

太陽インターナショナル太陽インターナショナル

フューレンコーディネートフューレンコーディネート
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KEF ジャパンKEF ジャパン
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KEF ジャパンKEF ジャパン
フューレンコーディネートフューレンコーディネート

ネットワークジャパンネットワークジャパン
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イースタンサウンドファクトリーイースタンサウンドファクトリー
TADTAD
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ラックスマンラックスマン
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17:30~18:0017:30~18:00
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12:30~13:0012:30~13:00
13:30~14:0013:30~14:00
14:30~15:0014:30~15:00
15:30~16:0015:30~16:00
16:30~17:0016:30~17:00
17:30~18:0017:30~18:00

11:00~11:3011:00~11:30
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13:00~13:3013:00~13:30
14:00~14:3014:00~14:30
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18:00~18:3018:00~18:30

11:00~11:3011:00~11:30
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14:00~14:3014:00~14:30
15:00~15:3015:00~15:30
16:00~16:3016:00~16:30
17:00~17:3017:00~17:30
18:00~18:3018:00~18:30

11:00~11:3011:00~11:30
12:00~12:3012:00~12:30
13:00~13:3013:00~13:30
14:00~14:3014:00~14:30
15:00~15:3015:00~15:30
16:00~16:3016:00~16:30
17:00~17:3017:00~17:30
18:00~18:3018:00~18:30
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福岡国際会議場 4F
※スケジュール等、予告なしに変更する場合が御座いますがご了承下さいませ。

オーディオ評論家

■ 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

小原由夫先生講演
同価格帯の機器を

聴き比べ！
気になるあの商品は
どこがどう違うのだろう？

機器対決試聴会機器対決試聴会

Accuphase DP-560 marantz SA-10VSVS

B&W 805D3TAD TAD-ME1
Vivid audio
G1 GIYA Spirit

MGICO
M3

VSVS VSVS

DanDagostino
 Progression Mono

Constellaton audio
Centaur II Stereo

VSVS

BルームBルーム4月2日(日)13:30より4月2日(日)13:30より

音元出版Phie-webブース

雑誌やソフト等販売しています！

● ヴィーナスレコード
● 澤野工房
● オクタヴィア・レコード
● コンバックコーポレーション
● ティートックレコーズ
● キングインターナショナル

● ヴィーナスレコード
● 澤野工房
● オクタヴィア・レコード
● コンバックコーポレーション
● ティートックレコーズ
● キングインターナショナル

CD・LPソフト充実CD・LPソフト充実

メイン会場
Mルーム

ステラブース開口

AルームAルーム
株式会社ステラ代表取締役会長
西川英章氏が来場講演
ハイエンドの音をお届けします

オーディオ&ビジュアル
ホームシアター

最新の機器を体感可能最新の機器を体感可能
FルームFルームMルームMルーム

ご検討中のお客様
お近くのスタッフまで
お声掛けください
ご相談承ります！

ご検討中のお客様
お近くのスタッフまで
お声掛けください
ご相談承ります！

株式会社デジタルストリーム

青柳哲秋氏講演AルームステラブースにてAルームステラブースにて

USED CLEARANCE
ヴ ィ ン テ ー ジ 展 示 処 分

メイン会場
Mルーム

※中古品、展示品は 1点物です。売り切れには
ご容赦下さいませ。中古品の定価は税別表示と
なっております。会場にはない商品、チラシに
掲載されていない商品も多数ございます。会場
にて御確認、またはスタッフまでお問い合わせ
下さいませ。

Live at Twilight

4月 16日（日）
サックス・クラリネット
フルート・EWI・
尺八 /ザック・ジンガーPiano/ 松本圭使尺八 /小林鈴勘

奥平 真吾
ジャズドラマー

-ライブ アット トワイライト -

Bass/ 古木 佳祐 Guitar/ 三好３吉功郎 Saxophone/ 岡 淳

4月 8日（土）

音
楽
館
ラ
イ
ブ
情
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会
場
に
て
チ
ケ
ッ
ト
販
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中

ウルトラモダンジャズ
カルテット

http://www.maxaudio.co.jp

小倉店 2Fイベントスペース音楽館Twilight が遂に完成。
以前の雰囲気をそのままに、より心地よい音楽を愉しめる
空間です。是非一度お立ち寄り下さい。

株式会社マックスオーディオ
イベント主催 Twilight

光カードリッジ MASTER1

小倉店EX-ROOM 福岡店Grand EX-ROOM
■小倉店
北九州市小倉北区
清水 2-10-15
093-591-0469
kokura@maxaudio.co.jp

■福岡店
福岡市中央区
草香江 1-9-12
092-734-6789
fukuoka@maxaudio.co.jp


