
耳より情報 在庫ソフト特価コーナー在庫ソフト特価コーナー
セール期間中セール期間中

期間
限定低金利キャンペーン実施中 !

※一部商品を除く

PM-12 DCD-1500 PD-70

MCD7007 C-7030 AI-501DA

DG-48 Performance DC-S RHEA Signature

NA6005

DIG:XLR-XLR 1.0m

U-Bros26 PM1

SX-M7

Silver500

SCM20T

Venere 3.0 EPICON 6

SS-NA2ESpe

S3900KX-1 RUBICON2

Turnberry GRTS5 Century Gold

TRX-88PP

UT-405

¥148,000
メーカー小売希望価格
税込¥330,000
メーカー小売希望価格
税込¥330,000

メーカー小売希望価格メーカー小売希望価格
税込

メーカー小売希望価格
税込¥98,476
メーカー小売希望価格
税込¥98,476

メーカー小売希望価格
税込¥385,000
メーカー小売希望価格
税込¥385,000

メーカー小売希望価格
税込¥39,600
メーカー小売希望価格
税込¥39,600

メーカー小売希望価格
税込¥107,800
メーカー小売希望価格
税込¥107,800

メーカー小売希望価格
税込¥825,000
メーカー小売希望価格
税込¥825,000

メーカー小売希望価格
税込¥514,800
メーカー小売希望価格
税込¥514,800

メーカー小売希望価格
税込¥1,375,000
メーカー小売希望価格
税込¥1,375,000

メーカー小売希望価格
税込¥74,800
メーカー小売希望価格
税込¥74,800

メーカー小売希望価格
税込¥198,000
メーカー小売希望価格
税込¥198,000

メーカー小売希望価格
税込¥198,000
メーカー小売希望価格
税込¥198,000

メーカー小売希望価格
税込¥335,238
メーカー小売希望価格
税込¥335,238

メーカー小売希望価格
税込¥660,000
メーカー小売希望価格
税込¥660,000

メーカー小売希望価格
税込¥440,000
メーカー小売希望価格
税込¥440,000

メーカー小売希望価格
税込¥468,518
メーカー小売希望価格
税込¥468,518

メーカー小売希望価格
税込¥649,000
メーカー小売希望価格
税込¥649,000

メーカー小売希望価格
税込¥1,257,143
メーカー小売希望価格
税込¥1,257,143

メーカー小売希望価格
税込¥523,600
メーカー小売希望価格
税込¥523,600

メーカー小売希望価格
税込¥726,000
メーカー小売希望価格
税込¥726,000

メーカー小売希望価格
税込¥275,000
メーカー小売希望価格
税込¥275,000

メーカー小売希望価格
税込¥308,000
メーカー小売希望価格
税込¥308,000

メーカー小売希望価格
税込¥1,056,000
メーカー小売希望価格
税込¥1,056,000

メーカー小売希望価格
税込¥316,800
メーカー小売希望価格
税込¥316,800

メーカー小売希望価格
税込¥616,000
メーカー小売希望価格
税込¥616,000

メーカー小売希望価格
税込¥528,000
メーカー小売希望価格
税込¥528,000

メーカー小売希望価格
税込¥165,000
メーカー小売希望価格
税込¥165,000

独自のマグネシウムオブリ
コーンに、ツイン駆動のボ
トムウーハーを加えて低音
域のスケール感を高め、そ
の音づくりに新たな可能性
を探りました。

特許技術「VLSC」回路や高精度クロックを搭載する単
品CDプレーヤーです。

マッキントッシュの第3世代機にあたるCDプレイヤー。
メカニズムにはアルミダイカストベースを採用。D/A変
換部にはリアル 16ビットD/A コンバーターを搭載。

Wi-Fi、Bluetooth、FM/AMチューナー搭載。多彩な音
源を高音質で楽しめるNA8005 直系のHi-Fi ネットワー
クオーディオプレーヤー。

様々な機器の入力が可能なプリアンプ部、本格的なス
ピーカーを駆動できる出力を備えながらも低消費電力を
実現したパワーアンプ部を持った、新しいスタンダード
オーディオシステムと表現することができます。

伝統的なコンプレッション
ドライバーはもちろん、
25cmウーファーを 2基搭
載し、十分な低音のエネル
ギーを発します。スリムで
すが、個性は失われていません。

同社ブックシェルフ型の
SCM20をベースにトールボー
イ型のエンクロージャーを採
用した。ATCならではの密閉
型のサウンドを体感せよ。

JBL50 周年記念モデルと
して新しい世紀のスタン
ダードをテーマに開発さ
れたスピーカーシステム。
低域には 30cmコーン型
ウーファーである
Century1200 を搭載して
います。

上位機種譲りの設計が施さ
れた密閉型ブックシェルフ
スピーカー。リングダイア
フラム・ツィーターやクル
トミューラーコーン型ウー
ハーなど贅沢な造りとなっ
ている。

スイスの高い精密加工技術とノ
ウハウを活かした押し出し成形
キャビネットを採用する。美し
いフォルムと質感の両立させる
ため、大音量再生時にも優れた
安定性を実現する剛性の高いエ
ンクロージャーを採用。

RUBICONシリーズは、フ
ラッグシップ EPCONで培わ
れた新技術を惜しみなく投入
し新設計されたDALI の最新
ミドルレンジ・シリーズです。
EPICON同様、デンマークの
DALI 本社工場にて、設計、
製造されています。

ヴェネレシリーズは、オー
ディオファイルからホームシ
アターファン、全ての皆様に
ご満足いただけるよう設計・
製造されており、全体的なク
オリティーを高めつつ新発想
を纏った、ソナス・ファベー
ルの意欲作です。

DALI が 30 年以上にわたり培っ
てきたスピーカーの基礎研究、開
発、製造に関する全てのノウハウ
の集大成ともいえるリファレン
ス・シリーズです。DALI がこれ
までに追求してきたサウンドを
具現化しました。

ロックから現代音楽、シン
フォニー、ジャズ、ロックま
で、さまざまな音楽をターン
ベリーで聴く時、聴きなじん
だ楽曲がまるで初めて耳にす
るかのように新鮮に語りかけ
てくる。そんな感銘
を覚えることでしょう。

美しいピアノ塗装を施した
「プレミアムエディション」
のスピーカー。ご家庭で
じっくりと音楽を楽しんで
頂けます。

ディナウディオ社製の 3cm
ソフトドーム型ツイーター
を使用。クロスオーバーネッ
トワーク部を LCネットワー
ク方式とし、定抵抗型アッ
テネーターを装備した。

プレステージ モニターを意
味する PM1。音の綺麗な広
がりや、小型スピーカーと
しての強度を追求した。

セパレートスイッチ
を内蔵し、プリアン
プもしくはパワーア
ンプとして使用可能。
サイドウッドパネル
付き。

更に見た目も美しくなった、モ
ニターオーディオのスピーカー。
更に低域の再生能力は素晴らし
く、豊かでハイスピード。

マックスオーディオ小倉本店・福岡店同時開催！

定評ある情報量の豊かさやハイスピードなサウンドに磨
きをかけると同時にカップリングコンデンサーの使用個
数を減らし、音声信号の解像度および透明感を大幅に改
善しました。

デジタルとアナログの電源を完全分離したツイン電源ト
ランスをはじめ、高精度な 192kHz/32bit ツインD/A
コンバーター、高剛性でノイズ低減や制振性を追求した
筐体など、高音質技術
とノウハウを凝縮。

ドイツテクノロジーが結晶したモダンアナログサウンド
の超本格派。洗練されたデザインと緻密な音楽表現力が
世界をリード。

ヴォイシング（音場補正）とイコライザー（音場創成）
二つのイコライジング・モジュールにより構成、最新の
『40bit 浮動小数点演算タイプ高速DSP』を搭載して、
SA-CDまで含めた全てのソースをディジタル処理しま
す。

JBL のスタジオモニターのUHF
ドライバーユニットの系譜から
開発されたスーパーツィーター
システム。4344mkII などの
UHF用ドライバーとして使用
されているリングラジエーター
方式を採用しています。

プリメインアンププリメインアンプ

プリメインアンププリメインアンプCDプレーヤーCDプレーヤー CDプレーヤーCDプレーヤー

SACDプレーヤーSACDプレーヤー

フォノイコライザーフォノイコライザーアナログプレーヤーアナログプレーヤーヴォイジングイコライザーヴォイジングイコライザー

ネットワークプレーヤーネットワークプレーヤー スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア） スーパーツィーター（ペア）スーパーツィーター（ペア）

スーパーツィーター（ペア）スーパーツィーター（ペア）スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア） スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア） スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）
デジタルケーブルデジタルケーブルスピーカー（ペア）スピーカー（ペア）

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）

管球式プリメインアンプ管球式プリメインアンプ

SACDプレーヤーSACDプレーヤー

¥64,800 ¥39,800

¥18,000¥99,800 ¥29,800

¥198,000¥348,000 ¥498,000 ¥498,000¥248,000 ¥59,800

¥298,000¥168,000 ¥368,000

¥258,000¥548,000 ¥198,000

¥148,000¥29,800 ¥148,000

¥69,800¥99,800 ¥128,000

¥79,800¥248,000 ¥138,000

PRICE DOWN ¥49,800→PRICE DOWN ¥49,800→

PRICE DOWN ¥398,000→PRICE DOWN ¥398,000→

※現状渡し（トレイ開閉やや難）※現状渡し（トレイ開閉やや難）

PRICE DOWN ¥32,800→PRICE DOWN ¥32,800→

PRICE DOWN ¥72,000→PRICE DOWN ¥72,000→ PRICE DOWN ¥148,000→PRICE DOWN ¥148,000→

PRICE DOWN ¥168,000→PRICE DOWN ¥168,000→

PRICE DOWN ¥598,000→PRICE DOWN ¥598,000→

PRICE DOWN ¥228,000→PRICE DOWN ¥228,000→ PRICE DOWN ¥528,000→PRICE DOWN ¥528,000→

PRICE DOWN ¥198,000→PRICE DOWN ¥198,000→ PRICE DOWN ¥398,000→PRICE DOWN ¥398,000→

¥132,000¥132,000

DSDファイル再生可能なUSB-DACを搭載したSACDプ
レーヤー。お買い得商品間違いなしです！

従来のポリプロピレン製カップリングコンデンサーへの
変更により、ドライブ能力と低域の分解能をより向上さ
せたSignatureモデル。

最終売尽
プライスダウンセール

8月15日～31 日

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。写真はイメージです。表示価格は、消費税10％の価格です。ショピングクレジットにて、1回～120回・ボーナス払など、お支払いプランをお選び頂けます。


