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アキュフェーズ株式会社　　Accuphase (Japan)

株式会社アーク・ジョイア　Bespoke audio (UK) Estelon (Estonia) 

株式会社ノア　　　　　　　Brumester (Germany) KLAUDiO (USA)
　　　　　　　　　　　　　DR.FEICKERT ANALOGUE (Germany)
　　　　　　　　　　　　　Sonus faber (Italy) 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)
                                                            OCEANWAY (USA) VIOLA (USA)
                                                            SME (USA)

キソアコースティック株式会社   Kiso Acoustic (Japan) Shizuka (Japan) 

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) MSB (USA) Lumenwhite (USA)

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)  Ben-Q (Taiwan)

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) MISSION (UK) 

ソニーマーケティング株式会社 SONY (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) 

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

株式会社キットヒット　　　KIT-HIT (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) Rega (UK) 
　　　　　　　　　　　　　AUDIOLAB (UK) DS Audio (Japan) 

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)

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) 

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)

タイムロード株式会社　　　CHORD ELECTRONICS (UK)

ヨシノトレーディング株式会社   EAR (UK) Clear audio (Germany)
　　　　　　　　　　　　　 Falcon Design (UK)

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

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) Anusz (Denmark) 
　　　　　　　　　　　　　QUADRASPIRE (UK) Davone (Denmark) 

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

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

エイ・アンド・エム株式会社  AIR TIGHT (Japan) TRANSROTOR (Germany)
CS ポート株式会社                      CS Port (Japan)  

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

三菱電気エンジニアリング株式会社   DIATONE (Japan) 

株式会社ナスペック　　　　Isotek (UK) MONITOR AUDIO (UK)
　　　　　　　　　　　　     Playback designs (USA) GRUENSCH (Germany) 

デンソーテン株式会社　　     ECLIPSE (Japan)

ラックスマン株式会社　　　LUXMAN (Japan) FOCAL (France)

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

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) Pro-ject (Austria)

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) 

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
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18:00~18:3018:00~18:30

AA

GG

BB CC DD EE FF

MM

エレベーター

トイレトイレ

ロビーロビー

メイン会場メイン会場

デ
ッ
キ
（
喫
煙
所
）

デ
ッ
キ
（
喫
煙
所
）

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

入口

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。

JJ KK

15th. KYUSHU-HI-END AUDIO FAIR 2018 EVENT INFOMATION15th. KYUSHU-HI-END AUDIO FAIR 2018 EVENT INFOMATION

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。

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

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

Fルーム

ご自宅に映画館を作ってみませんか？

ホームシアター体験会実施中！
ご相談は

お近くのスタッフまで
お声かけ下さい！

アナログレコード講座マックスオーディオと
ラジオDJでお馴染み
トギーさんの

Mルーム14日（土）13:00~14日（土）13:00~

社長、お手柔らかに
お願いします (笑 )

株式会社マックスオーディオ株式会社マックスオーディオ

代表取締役社長代表取締役社長
大原晴三大原晴三DJ TOGGYDJ TOGGY

ラジオDJ・パーソナリティラジオDJ・パーソナリティ
乞う 
ご期待！

Sonja XV Jr.

Aルーム15日（日）11:30~
税込定価¥29,160,000

九州初上陸
スーパーハイエンドスピーカーSonja XV Jr. が

徹底試聴会
YG Acoustics 15 周年記念を祝
うために製作されたモデル。スピー
カー設計について知っているすべ
てを組み合わせ、他には見当たら
ない次世代技術をふんだんに取り
入れています。その最新鋭の筐体
から放たれる、極上のサウンドを
九州ハイエンドオーディオフェア
にてご披露致します。一聴の価値
ありです。

15th Anniversary eXtreme Version

メイン会場
Mルーム

●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

注目 オーディオアクセサリー在庫処分市
大特価の掘り出し物が盛りだくさん！
出品総数100点以上！売り切れ御免！早い者勝ち！

Mルーム会場にて、お品物と
価格をお確かめください！

ライブのお知らせ

CYRUS CHESTNUT
サイラス・チェスナット
5月 20日（日）

6月10日（日）
ザ・フライング エレファンツ

音楽館Twilight にて開催決定

会場にてチケット販売中！
お求めは、メイン会場
Mルーム本部受付まで！


