
■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ジットのお手続きも出来ます。■表示価格は全て消費税込です。■提携ローン会社 JACCS
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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

10:30~11:0010:30~11:00

11:30~12:0011:30~12:00

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

18:30~19:0018:30~19:00

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

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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ーー・アキュフェーズ 株式会社     Accuphase  (japan)
・エソテリック株式会社      ESOTERIC  (Japan)   TANNOY (UK) 
  Avant garde(UK)
・ティアック株式会社    　  TEAC   (Japan)
・株式会社ディーアンドエムホールディングス  
  B&W  (UK)  DALI (Denmark)  Pro-ject  (Austria)   
  marantz  (Japan) DENON (Japan)
・株式会社トライオード      TRIODE (Japan)　Cocktail audio (Japan) 
  SPENDOR  (UK)
・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)
・株式会社ヤマハミュージックジャパン YAMAHA (Japan)
・ソニーコンスーマーセールス株式会社  SONY (Japan)
・パナソニック株式会社 　Technics (Japan)
・株式会社小柳出電気商会    Oyaide  (Japan)
・株式会社前園サウンドラボ    ZONOTONE  (Japan)

・有限会社アッカ  YG ACOUSTICS (USA) KRELL (USA)
  ORPHEUS(Switzerland)
・エイアンドエム株式会社 AIR TIGHT (Japan) TRANSROTOR (Germany)
 ・株式会社ノア Burmester (Germany) Sonus faber (Italy) 
　  Dr. Feickert Analogue (Germany) 
  KLOUDiO (USA) 
・株式会社アーク・ジョイア  YB(Estonia) FRANCO SERBLIN (Italy)
・株式会社ステレオサウンド  STEREO SOUND (Japan)

・キソアコースティック株式会社
  Kiso Acoustic (Japan)   Shizuka(Japan)
・メルコシンクレッツ株式会社     DELA(Japan)
・株式会社ステラ 　　　　TechDAS (Japan)   STROMTANK (Germany)
  GRAHAM ENGINEERING (USA) 
   Constellation Audo (USA)   
  VIVID audio (Republic of South Africa) 
・株式会社ゼファン               CH Precision (Switzerland)
  Bayz audio (Hungary) Crystal Cbale(Dutch)
・株式会社リンジャパン      LINN (UK)
・有限会社フューレンコーディネート  
  OCTAVE AUDIO (Germany) Davone(Denmark)
  Aavik(Denmark) QUADRASPIRE(UK)

B ルームB ルーム

C ルームC ルームA ルームA ルーム

D ルームD ルーム
・株式会社エレクトリ  McIntosh (USA)    MAGICO (USA) stst (USA)
・株式会社ナスペック  ISOTEK (UK)    MONITOR AUDIO (UK)   
  Playback Designs (UK) ROKSAN(UK)
・ハーマンインターナショナル株式会社 JBL  (USA)     Mark Levinson  (USA)
・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      TAD  (Japan)

http://www.maxaudio.co.jp

株式会社マックスオーディオ ■小倉本店　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

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥4,752,000
メーカー小売希望価格税込

¥4,752,000

ラックラック
Rakk1.6Rakk1.6

設置される各コンポーネント
を振動から解放。科学的観点
から各シェルフが設置される
コンポー ネントの重量に合わ
せて正確に調整できます。

設置される各コンポーネント
を振動から解放。科学的観点
から各シェルフが設置される
コンポー ネントの重量に合わ
せて正確に調整できます。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥1,015,200
メーカー小売希望価格税込

¥1,015,200

アナログプレーヤーアナログプレーヤー
BlackBird 2BlackBird 2

2 基のモーターからなる高精度なツインアームモデル
「Blackbird 2」。キャビネットは上下を 5mm厚のヘアラ
イン加工を施したアルミ板でサンドイッチする構造による
強靭な構造です。

2基のモーターからなる高精度なツインアームモデル
「Blackbird 2」。キャビネットは上下を 5mm厚のヘアラ
イン加工を施したアルミ板でサンドイッチする構造による
強靭な構造です。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥3,024,000
メーカー小売希望価格税込

¥3,024,000

アナログプレーヤーアナログプレーヤー
Air Force Ⅲ
Premium

Air Force Ⅲ
Premium

Air Force III Premium は、ミニマムなスタイルをそのま
まに、更なる 高音質化を目指しました。オリジナルモデ
ルのアルミニウム製が 9kg であ るのに対し、今回のプレ
ミアムモデルの砲金製が 29kg と、実に 3倍以 上の質量
となります。

Air Force III Premium は、ミニマムなスタイルをそのま
まに、更なる 高音質化を目指しました。オリジナルモデ
ルのアルミニウム製が 9kg であ るのに対し、今回のプレ
ミアムモデルの砲金製が 29kg と、実に 3倍以 上の質量
となります。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥534,600
メーカー小売希望価格税込

¥534,600

電源コンディショナー電源コンディショナー
EVO3 SIGMASEVO3 SIGMAS

EVO3 SIGMAS は、定格出力電流 10Aの低出力 /前段機
器用コンセント 4系統、16Aの高出力 /パワーアンプ用
コンセント 2系統装備したパワーコンディショナーです。 
AQUARIUS に比べ、採用されるパーツもグレードアップ
されており、格段に強力なフィルター能力を有します。

EVO3 SIGMAS は、定格出力電流 10Aの低出力 /前段機
器用コンセント 4系統、16Aの高出力 /パワーアンプ用
コンセント 2系統装備したパワーコンディショナーです。 
AQUARIUS に比べ、採用されるパーツもグレードアップ
されており、格段に強力なフィルター能力を有します。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥2,160,000
メーカー小売希望価格税込

¥2,160,000

管球式パワーアンプ管球式パワーアンプ
MC2152MC2152

McIntosh70 周年記念の真空管アンプMC2152 は、驚く
べき新しいデザインを特徴とします。8本の KT88 出力真
空管と4本の12AX7Aおよび4本の12AT7真空管で構成。
150Wの出力を確保しています。

McIntosh70 周年記念の真空管アンプMC2152 は、驚く
べき新しいデザインを特徴とします。8本の KT88 出力真
空管と4本の12AX7Aおよび4本の12AT7真空管で構成。
150Wの出力を確保しています。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥2,052,000
メーカー小売希望価格税込

¥2,052,000

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）
YBYB

北欧の美しい国、エストニア
に 生まれたエステロン。音楽
を再生したとたんにスピー
カーは消失し、 音楽の姿だけ
が立ち上がることこそが、エ
ステロンの目指すもの。 視覚
的な魅惑と聴覚上の喜びを、
分かちがたく合一する。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥1,188,000
メーカー小売希望価格税込

¥1,188,000

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）
PL200ⅡPL200Ⅱ

PL200 II は高さ約 1mとコ
ンパクトで、使い勝手の良
いフロアースタンディング
型のスピーカーです。ハイ
パフォーマンスでワイドな
サウンドを楽しめます。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥1,555,200
メーカー小売希望価格税込

¥1,555,200

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）
4367WX4367WX

JBL 伝統の 380mm径ウーファーを
搭載し、高域には、2つのコンプレッ
ションドライバーを単一の筐体に結
合した、独自構造のD2デュアルド
ライバーを採用。鮮明なサウンドと
優れた音響バランスを生み出し、リ
スニングルームの広いエリアにおい
て自然な臨場感をお届けします。

JBL 伝統の 380mm径ウーファーを
搭載し、高域には、2つのコンプレッ
ションドライバーを単一の筐体に結
合した、独自構造のD2デュアルド
ライバーを採用。鮮明なサウンドと
優れた音響バランスを生み出し、リ
スニングルームの広いエリアにおい
て自然な臨場感をお届けします。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥492,800
メーカー小売希望価格税込

¥492,800

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）
L100ClassicL100Classic

スタジオモニターのクオリティ
を持つ家庭用スピーカーシステ
ムとして設計された往年の銘機
“L100 Century”の意匠デザイ
ンはそのままに、最新の技術と
音響設計を投入した新世代のス
ピーカーシステムです。

スタジオモニターのクオリティ
を持つ家庭用スピーカーシステ
ムとして設計された往年の銘機
“L100 Century”の意匠デザイ
ンはそのままに、最新の技術と
音響設計を投入した新世代のス
ピーカーシステムです。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥1,036,800
メーカー小売希望価格税込

¥1,036,800

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）
SoloHKSoloHK

印象的なスタイリングで明
瞭なサウンドパフォーマン
スを実現するDavone の新
作、Solo（ソロ）は高性能
で魅力的なフロア型スピー
カーです。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥3,672,000
メーカー小売希望価格税込

¥3,672,000

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）
Carmel 2Carmel 2

上級機譲りの様々な革新的技術のみ
ならず、驚異的精度の製造 /製作技
術のみによって達成される 工業デザ
イン、時を超越したフォルム、壮大
な音場とトランスペアレンシー・・・ 
その全てが YG Acoustics 社内にて手
作りによって生み出されます。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥1,404,000
メーカー小売希望価格税込

¥1,404,000

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）
Electa AmatorⅢElecta AmatorⅢ

Sonus faber35 周年記念モデル。
35年間にわたり、卓越した性能、
独自の製品開発、そして明瞭なサ
ウンドの代名詞となってきまし
た。これらのすべてが、最新作の
ELECTA Amator III にまとめられ
ています。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥950,400
メーカー小売希望価格税込

¥950,400

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）
HB-N1HB-N1

Kiso Acostic HB-1 が誕生して
から 10年。あたかも目の前
で演奏が行われている様な豊
かな音楽再生を実現するため
常に進化を続けてきました。
上質な音楽をもっと身近に、
さらに聴く喜びを広げるため
HB-N1 は誕生します。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥2,268,000
メーカー小売希望価格税込

¥2,268,000

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）
Kyara45Kyara45

どんな空間にも馴染む美しくて繊
細なエンクロージャーを創り上げ
ました。コンパクトでくせのない
外観の Kaya は VIVID Audio の新
しい顔となります。シンプルなデ
ザインを好む方にも VIVID Audio 
のサウンドをお楽しみいただける
ようになりました。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥6,264,000
メーカー小売希望価格税込

¥6,264,000

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）
CouranteCourante

実際に聴いてみるまでは信じ
られないでしょう。真のリア
リズムがそこにあります。ド
ライバー、キャビネット、デ
ザイン、そしてサウンド、す
べてにおいて今までとは一線
を画すスピーカーマシーンの
誕生です。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥7,560,000
メーカー小売希望価格税込

¥7,560,000

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）
M2M2

カーボンの特性に関するMAGICOの
材料科学研究により、M2は新しいモ
ノコックエンクロージャを採用。戦闘
機 F-35 の外殻と同じ、機械加工され
たアルミ削り出しのエンクロージャ構
造は、全体の重量を 50％削減し、な
おかつ構造強度対重量比を 60倍増加
させています。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥1,458,000
メーカー小売希望価格税込

¥1,458,000

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）
AKUBARIKAKUBARIK

LINNオリジナルの 3Kアレイドラ
イブユニットとアイソバリック方
式による強力な低域再生能力が優
美な局面で内部定在波を発生しな
いように設計されたエンクロー
ジュアに収められています。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥1,836000
メーカー小売希望価格税込

¥1,836000

管球式プリアンプ管球式プリアンプ
C1100C1100

デジタル時代の中、あえてアナログ再生を意識し、マッキ
ントッシュ・チューブアンプの血統を引き継いでいます。 
マッキントッシュ・プリアンプリファイアーとして次世代
のパフォーマンスと存在感を示す製品です。

デジタル時代の中、あえてアナログ再生を意識し、マッキ
ントッシュ・チューブアンプの血統を引き継いでいます。 
マッキントッシュ・プリアンプリファイアーとして次世代
のパフォーマンスと存在感を示す製品です。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥1,080,000
メーカー小売希望価格税込

¥1,080,000

アナログプレーヤーアナログプレーヤー
MOTUSⅡDQMOTUSⅡDQ

ユニークなダイレクトドライブとフローティングサブ
シャーシを組み合わせた他に例を見ないターンテーブルで
す。自社開発の電子整流回路およびDC モーターを使用し、
5.6kg のプラッターを確実にコントロール、ダイレクトド
ライブならではのアイドラーやベルトなどの消耗品のない
高耐久性を実現しています。

ユニークなダイレクトドライブとフローティングサブ
シャーシを組み合わせた他に例を見ないターンテーブルで
す。自社開発の電子整流回路およびDC モーターを使用し、
5.6kg のプラッターを確実にコントロール、ダイレクトド
ライブならではのアイドラーやベルトなどの消耗品のない
高耐久性を実現しています。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥2,322,000
メーカー小売希望価格税込

¥2,322,000

パワーアンプパワーアンプ
No.534No.534

先進のモノラル・パワーアンプ技術をワンシャーシに凝縮
し、優れたドライブ能力と高純度な音質を両立した
「No534」デュアルモノラル設計に合わせてアレンジした
大容量レギュレーター、コンデンサーにより、余裕のある
電源供給が安定したスピーカードライブを実現していま
す。

先進のモノラル・パワーアンプ技術をワンシャーシに凝縮
し、優れたドライブ能力と高純度な音質を両立した
「No534」デュアルモノラル設計に合わせてアレンジした
大容量レギュレーター、コンデンサーにより、余裕のある
電源供給が安定したスピーカードライブを実現していま
す。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥1,080,000
メーカー小売希望価格税込

¥1,080,000

アナログプレーヤーアナログプレーヤー
No.515No.515

本製品のアームは、3Dプリンタ製造の新開発樹脂性トー
ンアームを搭載。ヘッドシェルとアームシャフトの完全一
体構造を実現し、音楽信号のピュアな伝送を可能にしまし
た。

本製品のアームは、3Dプリンタ製造の新開発樹脂性トー
ンアームを搭載。ヘッドシェルとアームシャフトの完全一
体構造を実現し、音楽信号のピュアな伝送を可能にしまし
た。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥918,000
メーカー小売希望価格税込

¥918,000

プリメインアンププリメインアンプ
No.5805No.5805

アナログラインソースはもちろん、アナログディスクから
デジタル・ミュージックファイルやストリーミングまで、
あらゆる音楽ソースをMark Levinson クオリティで再生
可能なインテグレーテッドアンプ。

アナログラインソースはもちろん、アナログディスクから
デジタル・ミュージックファイルやストリーミングまで、
あらゆる音楽ソースをMark Levinson クオリティで再生
可能なインテグレーテッドアンプ。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥1,674,000
メーカー小売希望価格税込

¥1,674,000

プリメインアンププリメインアンプ
U150U150

スポーティーで洗練されたルックスと、シンプルで視認性
に優れたドットマトリックスディスプレイにより、直感的
に必要なすべての操作が可能です。

スポーティーで洗練されたルックスと、シンプルで視認性
に優れたドットマトリックスディスプレイにより、直感的
に必要なすべての操作が可能です。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥1,080,000
メーカー小売希望価格税込

¥1,080,000

電源コンディショナー電源コンディショナー
EVO3 NOVAEVO3 NOVA

12 口（前段 8/ 後段 4）に増えた出力は圧倒的な使い勝
手の良さを実現。新技術”Adaptive Gating”を搭載する
ことで SIGMAS 以上の効果が発揮可能となりました。

12口（前段 8/ 後段 4）に増えた出力は圧倒的な使い勝
手の良さを実現。新技術”Adaptive Gating”を搭載する
ことで SIGMAS 以上の効果が発揮可能となりました。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥3,996,000
メーカー小売希望価格税込

¥3,996,000

SACDプレーヤーSACDプレーヤー
MPS-8MPS-8

上位セパレトートタイプのMPT-8、MPD-8 と同じ技術を
投入。１つの筐体にまとめたコンパクトバージョンと言え
るでしょう。高品質のリニア電源を 2つ使用し、そのう
ちの 1つはすべてのデジタル回路に使用され、もう 1つ
はアナログセクションに電力を供給します。

上位セパレトートタイプのMPT-8、MPD-8 と同じ技術を
投入。１つの筐体にまとめたコンパクトバージョンと言え
るでしょう。高品質のリニア電源を 2つ使用し、そのう
ちの 1つはすべてのデジタル回路に使用され、もう 1つ
はアナログセクションに電力を供給します。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥199,800
メーカー小売希望価格税込

¥199,800

レコードクリーナーレコードクリーナー
KA-RC1KA-RC1

必要以上に複雑にはしない事でのメンテナンス性の素晴ら
しさ、研究によって導き出したレコードに最適な超音波周
波数による完璧な洗浄力。新品レコードに特化した洗浄方
法の提案。KA-RC-1 はレコード洗浄マシンの決定版と呼
ぶに相応しい出来映えとなりました。

必要以上に複雑にはしない事でのメンテナンス性の素晴ら
しさ、研究によって導き出したレコードに最適な超音波周
波数による完璧な洗浄力。新品レコードに特化した洗浄方
法の提案。KA-RC-1 はレコード洗浄マシンの決定版と呼
ぶに相応しい出来映えとなりました。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥594,000
メーカー小売希望価格税込

¥594,000

プリメインアンププリメインアンプ
BLAK INTBLAK INT

低域は素早く、深くそして非常にタイトで、スピードとリ
ズム感を実感できるサウンドです。これはすべての音楽
ジャンルにとって良い結果をもたらします。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥540,000
メーカー小売希望価格税込

¥540,000

CDプレーヤーCDプレーヤー
BLAK CDBLAK CD

暖かさと音楽性を備え、マイクロディテールとサウンドス
テージの広さが際立つ ROKSANの CDプレーヤー。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥1,706,400
メーカー小売希望価格税込

¥1,706,400

管球式プリメインアンプ管球式プリメインアンプ
V80SEV80SE

新しいドライバー段、アップグレードされた出力トランス、
そして更に洗練されたパワートランス等の技術的特徴を際
立たせ、新たなフィードバック技術が絶対的な安定性を獲
得しています。

新しいドライバー段、アップグレードされた出力トランス、
そして更に洗練されたパワートランス等の技術的特徴を際
立たせ、新たなフィードバック技術が絶対的な安定性を獲
得しています。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥3,564,000
メーカー小売希望価格税込

¥3,564,000

バッテリー駆動クリーン電源バッテリー駆動クリーン電源
S2500S2500

S2500 は名前の通り 2500Whの容量を持つリチウムイオ
ンバッテリー。汚染された家庭内の電源網からシステムを
完全に切り離すことで、家電から発生するノイズの影響を
徹底排除します。

S2500 は名前の通り 2500Whの容量を持つリチウムイオ
ンバッテリー。汚染された家庭内の電源網からシステムを
完全に切り離すことで、家電から発生するノイズの影響を
徹底排除します。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥2,808,000
メーカー小売希望価格税込

¥2,808,000

フォノイコライザーフォノイコライザー
 ANDROMEDA ANDROMEDA

伝説的エンジニア、ジョン・カールにより設計された
ANDROMEDAは、上位モデルである PERSEUS と同様の
設計思想を踏襲しつつ、世界最高のアナログサウンドをよ
り多くの皆様に楽しんでいただけるような価格を目指し
た、ドリームチームの苦労の賜物です。

伝説的エンジニア、ジョン・カールにより設計された
ANDROMEDAは、上位モデルである PERSEUS と同様の
設計思想を踏襲しつつ、世界最高のアナログサウンドをよ
り多くの皆様に楽しんでいただけるような価格を目指し
た、ドリームチームの苦労の賜物です。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥1,900,800
メーカー小売希望価格税込

¥1,900,800

パワーアンプパワーアンプ
  STEREO 1.0  STEREO 1.0

STEREO 1.0 は出力スペック以上にドライブ力に優れ、実
用上どのようなスピーカーと組み合わせても余裕が感じら
れます。生み出されるサウンドはまさにコンステレーショ
ンオーディオのサウンドそのものです。

STEREO 1.0 は出力スペック以上にドライブ力に優れ、実
用上どのようなスピーカーと組み合わせても余裕が感じら
れます。生み出されるサウンドはまさにコンステレーショ
ンオーディオのサウンドそのものです。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥4,536,000
メーカー小売希望価格税込

¥4,536,000

SACDトランスポートSACDトランスポート
  D1  D1

精緻を極めた独創の CD/SACD ユニット　スイス CH 
Precision のデビュー作。本機では世界に誇る Esoteric 製
の VRDS-NEO メカニズムを採用し搭載。

精緻を極めた独創の CD/SACD ユニット　スイス CH 
Precision のデビュー作。本機では世界に誇る Esoteric 製
の VRDS-NEO メカニズムを採用し搭載。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥807,840
メーカー小売希望価格税込

¥807,840

NASNAS
  HA-N1ZS20/2A  HA-N1ZS20/2A

オーディオ専用のNAS(Network Attached Storage) とし
て誕生。USB-DACの接続に対応、楽曲配信サイトからの
自動ダウンロードやCDのリッピングに対応するなど、デ
ジタル音源を管理する機器としてさらに発展し続けていま
す。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥75,600
メーカー小売希望価格税込

¥75,600

ディスクドライブディスクドライブ
  D100  D100

オーディオファンが蓄積した CD は貴重な財産であり、
DELA N1 ミュージックライブラリの利用者においても、
使い始めにおいて CD のリッピングは非常に重要になり
ます。また、N1 には CD ドライブから読み取ったデータ
を直接 USB-DAC で再生する機能が搭載されています。

オーディオファンが蓄積した CD は貴重な財産であり、
DELA N1 ミュージックライブラリの利用者においても、
使い始めにおいて CD のリッピングは非常に重要になり
ます。また、N1 には CD ドライブから読み取ったデータ
を直接 USB-DAC で再生する機能が搭載されています。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥1,566,000
メーカー小売希望価格税込

¥1,566,000

プリアンププリアンプ
035035

自然で暖かみのある音質をよりシンプルなデザインと操作
性で実現しました。ブルメスターが誇るピュアDCバラン
ス・アンプ回路、厳選された高音質パーツ、伝統の高精度
シャーシー構造など、ブルメスターが培ってきたアンプ・
テクノロジーを惜しみなく投入。

自然で暖かみのある音質をよりシンプルなデザインと操作
性で実現しました。ブルメスターが誇るピュアDCバラン
ス・アンプ回路、厳選された高音質パーツ、伝統の高精度
シャーシー構造など、ブルメスターが培ってきたアンプ・
テクノロジーを惜しみなく投入。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥3,564,000
メーカー小売希望価格税込

¥3,564,000

パワーアンプパワーアンプ
911mk3911mk3

大きな特徴は約 3,000 におよぶ驚異的なダンピング・ファ
クター。大電流を迅速に、連続的に送り込める能力とあい
まって、あらゆるスピーカーを楽々ドライブすることがで
きます。その豊かな空気感、あたたかく自然な音質、緻密
な音像は、ゆとりあるその設計の賜物と言えるでしょう。

大きな特徴は約 3,000 におよぶ驚異的なダンピング・ファ
クター。大電流を迅速に、連続的に送り込める能力とあい
まって、あらゆるスピーカーを楽々ドライブすることがで
きます。その豊かな空気感、あたたかく自然な音質、緻密
な音像は、ゆとりあるその設計の賜物と言えるでしょう。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥2,138,400
メーカー小売希望価格税込

¥2,138,400

プリメインアンププリメインアンプ
330 Integrated

Amplifier
330 Integrated

Amplifier

「330」インテグレーテッド・アンプは、リファレンス
“7 シリーズ”で培った技術により、ボ リュウム調整 / 入
力切替 / 増幅回路などをそれぞれ専用回路に分け、1筐体
に効率よく収め たこだわりの設計で、濁りのない高純度
な音楽とそのエモーションを体験いただけます。

「330」インテグレーテッド・アンプは、リファレンス
“7 シリーズ”で培った技術により、ボ リュウム調整 / 入
力切替 / 増幅回路などをそれぞれ専用回路に分け、1筐体
に効率よく収め たこだわりの設計で、濁りのない高純度
な音楽とそのエモーションを体験いただけます。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥2,808,000
メーカー小売希望価格税込

¥2,808,000

ネットワークプレーヤーネットワークプレーヤー
KLIMAX DSMKLIMAX DSM

LAN を活用し、デジタルデータ音源を転送 /再生すると
いう現在の音楽再生の主流となったネットワーク再生
（DS）。美しきインテグレーションと比類のない高音質再
生の両立は、まさに万人の生活を変える高い価値を持ち、
オーディオ史の大きなターニングポイントとなるでしょ
う。

LAN を活用し、デジタルデータ音源を転送 /再生すると
いう現在の音楽再生の主流となったネットワーク再生
（DS）。美しきインテグレーションと比類のない高音質再
生の両立は、まさに万人の生活を変える高い価値を持ち、
オーディオ史の大きなターニングポイントとなるでしょ
う。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥3,196,800
メーカー小売希望価格税込

¥3,196,800

アナログプレーヤーアナログプレーヤー
KLIMAX LP12KLIMAX LP12

Klimax LP12 は 40 年以上にわたってレコード再生の頂点
を極めるべく、絶え間なく性能を追求した 結果の産物で
す。Urika II フォノステージは LPレコードの音溝から音
楽情報をかつてない驚異的なレベルで引き出すことに成功
しました。

Klimax LP12 は 40 年以上にわたってレコード再生の頂点
を極めるべく、絶え間なく性能を追求した 結果の産物で
す。Urika II フォノステージは LPレコードの音溝から音
楽情報をかつてない驚異的なレベルで引き出すことに成功
しました。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥3,024,000
メーカー小売希望価格税込

¥3,024,000

モノラルパワーアンプモノラルパワーアンプ
KLIMAX SOLOKLIMAX SOLO

本物だけが持つ、時の経過のなかで色あせることの無い価
値。ハイエンドパワーアンプに対する概念を覆してしまっ
た衝撃的デビューから時を経ても、豊かなソノリティとパ
ワーをコンパクトでスタイリッシュな筐体に秘めた
KLIMAX SOLO（クライマックスソロ）は、なお先進的な
パワーアンプとして輝いています。

本物だけが持つ、時の経過のなかで色あせることの無い価
値。ハイエンドパワーアンプに対する概念を覆してしまっ
た衝撃的デビューから時を経ても、豊かなソノリティとパ
ワーをコンパクトでスタイリッシュな筐体に秘めた
KLIMAX SOLO（クライマックスソロ）は、なお先進的な
パワーアンプとして輝いています。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥8,100,000
メーカー小売希望価格税込

¥8,100,000

SACDプレーヤーSACDプレーヤー
HERITAGE SACDHERITAGE SACD

10 年に渡る研究開発期間を経て、Orpheus 開発チームは
ハイエンド・オーディオの限界値を塗り替える SACD プ
レイヤーを完成させました。そしてハンドメイドにより 
完成される HERITAGE SACD HE はスイスの精巧な時計
製作技術をも彷彿とさせます。

10 年に渡る研究開発期間を経て、Orpheus 開発チームは
ハイエンド・オーディオの限界値を塗り替える SACD プ
レイヤーを完成させました。そしてハンドメイドにより 
完成される HERITAGE SACD HE はスイスの精巧な時計
製作技術をも彷彿とさせます。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥1,350,000
メーカー小売希望価格税込

¥1,350,000

プリメインアンププリメインアンプ
K-300iK-300i

KRELL 伝統とも呼べる ClassA、バランスド・カレント増
幅回路を携えたインテグレーティッド・アンプ。様々な入
力に対応しており、最新のストリーミングなどもコント
ロールアプリを使用して操作可能。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥1,134,000
メーカー小売希望価格税込

¥1,134,000

アナログプレーヤーアナログプレーヤー
ZET-3ZET-3

TRANSROTORらしい重量級のアナログプレーヤー。ドイ
ツの緻密で堅実な再生を、この ZET-3 でお楽しみください。
プラッターはアルミニウム 65mm厚、10Kg の重量。

TRANSROTORらしい重量級のアナログプレーヤー。ドイ
ツの緻密で堅実な再生を、この ZET-3 でお楽しみください。
プラッターはアルミニウム 65mm厚、10Kg の重量。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥799,200
メーカー小売希望価格税込

¥799,200

管球式フォノプリアンプ管球式フォノプリアンプ
ATC-5ATC-5

アナログレコードを十分に堪能していただくため、 ATC-5
は、正確な RIAA カーブを得るための回路 構成として、2
段NF-CR 型を採用しました。

アナログレコードを十分に堪能していただくため、 ATC-5
は、正確な RIAA カーブを得るための回路 構成として、2
段NF-CR 型を採用しました。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥1,350,000
メーカー小売希望価格税込

¥1,350,000

管球式パワーアンプ管球式パワーアンプ
ATM-211ATM-211

直熱送信管 211 を使用。オ ー ル 三 極 管 構 成 の カ 
ソ ード フ ォ ロ ア ー 直 結 と い う ス タ イルを採用。ド
ライバートランスがアンプの音を決めていることを受け、
トランス結合を排し、決してスペック優先の回路 ではあ
りませんが、終始一貫して AIR TIGHT 流儀でまとめてみ
ました。

直熱送信管 211 を使用。オ ー ル 三 極 管 構 成 の カ 
ソ ード フ ォ ロ ア ー 直 結 と い う ス タ イルを採用。ド
ライバートランスがアンプの音を決めていることを受け、
トランス結合を排し、決してスペック優先の回路 ではあ
りませんが、終始一貫して AIR TIGHT 流儀でまとめてみ
ました。

フェア特別価格フェア特別価格メーカー小売希望価格税込

¥162,000
メーカー小売希望価格税込

¥162,000

昇圧トランス昇圧トランス
ATH-3ATH-3

原理的にノイズを殆ど発生しないトランスによるとてもシ
ンプルな昇圧。今回は心臓部のトランスを新たにエアータ
イト仕様のHi-μコアを用いた高昇圧比のものを特注しま
した。

原理的にノイズを殆ど発生しないトランスによるとてもシ
ンプルな昇圧。今回は心臓部のトランスを新たにエアータ
イト仕様のHi-μコアを用いた高昇圧比のものを特注しま
した。

主
催

k i r m u s s  a u d i o

会場にてソフト出品販売中！
Bルームにてデモンストレーション中！詳しくは下の、タイムテーブルにて！

ステレオサウンド


