
■お支払い回数は 120回まで ■半年先までの一括払い手数料ゼロ ■来年夏と冬のボーナス 2回払い ■6ヶ月先から始まるスキップクレジット  ■提携ローン会社 / セディナ ※表示価格は全て、消費税込みの価格です。スピーカーは 2本 1組の価格です。

トーンアーム
TONE ARM

カートリッジ
Cartridge

レコード
クリーニング
Record
Cleaning

福田屋御用達福田屋御用達
特選オーディオアクセサリー特選オーディオアクセサリー

展示処分展示処分
現品限りの一掃大特価

現品限りの一掃大特価

中古品
USED
ヴ ィ ン テ ー ジ

この会場には良いものばかり！
僕も少し買って帰ろうかなw

※展示品・中古品は 1点物です。2016.11.21 現在の状況です。売り切れは、 御容赦下さいませ。会場には無い商品、チラシに掲載されていない商品も多数御座います。会場にてご確認、またはスタッフまでお問い合わせ下さいませ。

CLEARANCECLEARANCE
早い者勝ちです！早い者勝ちです！

nanotec
systems

nanotec
systems

nanotec
systems

nanotec
systems

COLD RAY

SAT

Solid Tech

Saidi-audio

Graham

FLUX-HiFiI-QUAL

SUTHERLAND

PLUTINUM

¥23,800¥23,800メーカー希望小売価格

¥30,240
メーカー希望小売価格

¥30,240 ¥30,800¥30,800メーカー希望小売価格

¥38,880
メーカー希望小売価格

¥38,880 ¥10,800¥10,800メーカー希望小売価格

¥13,500
メーカー希望小売価格

¥13,500 ¥25,800¥25,800メーカー希望小売価格

¥32,400
メーカー希望小売価格

¥32,400 ¥9,500¥9,500メーカー希望小売価格

¥11,880
メーカー希望小売価格

¥11,880 ¥85,000¥85,000メーカー希望小売価格

¥106,920
メーカー希望小売価格

¥106,920 ¥128,000¥128,000メーカー希望小売価格

¥151,200
メーカー希望小売価格

¥151,200 ¥82,000¥82,000メーカー希望小売価格

¥97,200
メーカー希望小売価格

¥97,200 ¥315,000¥315,000メーカー希望小売価格

¥388,800
メーカー希望小売価格

¥388,800 ¥88,000¥88,000メーカー希望小売価格

¥108,000
メーカー希望小売価格

¥108,000 ¥15,500¥15,500メーカー希望小売価格

¥19,440
メーカー希望小売価格

¥19,440

¥55,000¥55,000メーカー希望小売価格

¥64,800
メーカー希望小売価格

¥64,800 ¥8,640¥8,640 ¥25,200¥25,200 ¥8,990¥8,990メーカー希望小売価格

¥10,580
メーカー希望小売価格

¥10,580 フェア特別価格フェア特別価格

フェア特別価格フェア特別価格

フェア特別価格フェア特別価格フェア特別価格フェア特別価格

フェア特別価格フェア特別価格

メーカー希望小売価格

¥170,640
メーカー希望小売価格

¥170,640 ¥20,880¥20,880メーカー希望小売価格

¥25,920
メーカー希望小売価格

¥25,920

¥59,800¥59,800メーカー希望小売価格

¥113,400
メーカー希望小売価格

¥113,400 ¥298,000¥298,000¥１9,800¥１9,800 メーカー希望小売価格

¥648,000
メーカー希望小売価格

¥648,000 ¥498,000¥498,000メーカー希望小売価格

¥1,026,000
メーカー希望小売価格

¥1,026,000 処分価格処分価格メーカー希望小売価格

¥1,404,000
メーカー希望小売価格

¥1,404,000

¥398,000¥398,000メーカー希望小売価格

¥756,000
メーカー希望小売価格

¥756,000 ¥698,000¥698,000メーカー希望小売価格

¥1,404,000
メーカー希望小売価格

¥1,404,000 ¥69,800¥69,800メーカー希望小売価格

¥129,600
メーカー希望小売価格

¥129,600 ¥69,800¥69,800メーカー希望小売価格

¥129,600
メーカー希望小売価格

¥129,600 ¥59,800¥59,800 ¥128,000¥128,000メーカー希望小売価格

¥162,000
メーカー希望小売価格

¥162,000

¥698,000¥698,000メーカー希望小売価格

¥1,458,000
メーカー希望小売価格

¥1,458,000 ¥99,800¥99,800メーカー希望小売価格

¥194,400
メーカー希望小売価格

¥194,400 ¥1,280,000¥1,280,000メーカー希望小売価格

¥2,160,000
メーカー希望小売価格

¥2,160,000 ¥39,800¥39,800メーカー希望小売価格

¥75,600
メーカー希望小売価格

¥75,600 ¥298,000¥298,000メーカー希望小売価格

¥410,400
メーカー希望小売価格

¥410,400
メーカー希望小売価格

¥202,500
メーカー希望小売価格

¥202,500¥99,800¥99,800

¥16,800¥16,800メーカー希望小売価格

¥56,160
メーカー希望小売価格

¥56,160 ¥148,000¥148,000メーカー希望小売価格

¥507,600
メーカー希望小売価格

¥507,600 ¥268,000¥268,000メーカー希望小売価格

¥702,000
メーカー希望小売価格

¥702,000 ¥39,800¥39,800メーカー希望小売価格

¥259,200
メーカー希望小売価格

¥259,200 ¥29,800¥29,800メーカー希望小売価格

¥86,400
メーカー希望小売価格

¥86,400

¥8,000¥8,000メーカー希望小売価格

¥15,984
メーカー希望小売価格

¥15,984 ¥69,800¥69,800メーカー希望小売価格

¥213,840
メーカー希望小売価格

¥213,840 ¥118,000¥118,000メーカー希望小売価格

¥572,400
メーカー希望小売価格

¥572,400 ¥22,400¥22,400メーカー希望小売価格

¥345,600
メーカー希望小売価格

¥345,600 ¥49,800¥49,800メーカー希望小売価格

¥324,000
メーカー希望小売価格

¥324,000 ¥78,000¥78,000メーカー希望小売価格

¥183,600
メーカー希望小売価格

¥183,600

¥12,800¥12,800メーカー希望小売価格

¥38,058
メーカー希望小売価格

¥38,058 ¥218,000¥218,000メーカー希望小売価格

¥1,058,400
メーカー希望小売価格

¥1,058,400 ¥22,400¥22,400メーカー希望小売価格

¥194,400
メーカー希望小売価格

¥194,400 ¥25,000¥25,000メーカー希望小売価格

¥89,640
メーカー希望小売価格

¥89,640 ¥49,800¥49,800メーカー希望小売価格

¥226,800
メーカー希望小売価格

¥226,800 ¥10,000¥10,000メーカー希望小売価格

¥32,400
メーカー希望小売価格

¥32,400

¥498,000¥498,000メーカー希望小売価格

¥1,620,000
メーカー希望小売価格

¥1,620,000 ¥148,000¥148,000メーカー希望小売価格

¥324,000
メーカー希望小売価格

¥324,000 ¥49,800¥49,800メーカー希望小売価格

¥118,000
メーカー希望小売価格

¥118,000 ¥18,000¥18,000メーカー希望小売価格

¥51,840
メーカー希望小売価格

¥51,840 ¥398,000¥398,000メーカー希望小売価格

¥1,566,000
メーカー希望小売価格

¥1,566,000 ¥198,000¥198,000メーカー希望小売価格

¥1,188,000
メーカー希望小売価格

¥1,188,000

¥54,800¥54,800メーカー希望小売価格

¥151,200
メーカー希望小売価格

¥151,200 ¥29,800¥29,800メーカー希望小売価格

¥216,000
メーカー希望小売価格

¥216,000 ¥99,800¥99,800メーカー希望小売価格

¥453,600
メーカー希望小売価格

¥453,600 ¥69,800¥69,800メーカー希望小売価格

¥169,714
メーカー希望小売価格

¥169,714 ¥168,000¥168,000メーカー希望小売価格

¥427,680
メーカー希望小売価格

¥427,680 ¥28,000¥28,000メーカー希望小売価格

¥73,440
メーカー希望小売価格

¥73,440

¥2,590¥2,590メーカー希望小売価格

¥3,240
メーカー希望小売価格

¥3,240 ¥3,100¥3,100メーカー希望小売価格

¥3,888
メーカー希望小売価格

¥3,888 ¥55,200¥55,200メーカー希望小売価格

¥69,120
メーカー希望小売価格

¥69,120 ¥4,080¥4,080メーカー希望小売価格

¥4,752
メーカー希望小売価格

¥4,752 ¥40,800¥40,800メーカー希望小売価格

¥47,520
メーカー希望小売価格

¥47,520

¥8,200¥8,200メーカー希望小売価格

¥10,260
メーカー希望小売価格

¥10,260 ¥11,000¥11,000メーカー希望小売価格

¥12,960
メーカー希望小売価格

¥12,960 ¥12,600¥12,600メーカー希望小売価格

¥14,040
メーカー希望小売価格

¥14,040 ¥320,000¥320,000メーカー希望小売価格

¥378,000
メーカー希望小売価格

¥378,000 ¥53,800¥53,800メーカー希望小売価格

¥66,960
メーカー希望小売価格

¥66,960

¥49,800¥49,800メーカー希望小売価格

¥59,000
メーカー希望小売価格

¥59,000 ¥57,800¥57,800メーカー希望小売価格

¥71,280
メーカー希望小売価格

¥71,280 ¥15,800¥15,800メーカー希望小売価格

¥16,200
メーカー希望小売価格

¥16,200 ¥16,000¥16,000メーカー希望小売価格

¥19,980
メーカー希望小売価格

¥19,980 ¥1,590¥1,590メーカー希望小売価格

¥1,944
メーカー希望小売価格

¥1,944

¥165,000¥165,000メーカー希望小売価格

¥194,400
メーカー希望小売価格

¥194,400 ¥22,400¥22,400メーカー希望小売価格

¥25,920
メーカー希望小売価格

¥25,920 ¥29,300¥29,300メーカー希望小売価格

¥34,560
メーカー希望小売価格

¥34,560

¥16,300¥16,300メーカー希望小売価格

¥20,412
メーカー希望小売価格

¥20,412¥32,800¥32,800メーカー希望小売価格

¥41,040
メーカー希望小売価格

¥41,040 ¥15,500¥15,500メーカー希望小売価格

¥19,440
メーカー希望小売価格

¥19,440 ¥43,000¥43,000メーカー希望小売価格

¥54,000
メーカー希望小売価格

¥54,000¥23,800¥23,800メーカー希望小売価格

¥30,240
メーカー希望小売価格

¥30,240 ¥32,800¥32,800メーカー希望小売価格

¥41,040
メーカー希望小売価格

¥41,040 ¥19,800¥19,800メーカー希望小売価格

¥24,732
メーカー希望小売価格

¥24,732

¥4,320¥4,320メーカー希望小売価格

¥5,400
メーカー希望小売価格

¥5,400 ¥47,500¥47,500メーカー希望小売価格

¥59,400
メーカー希望小売価格

¥59,400 ¥8,000¥8,000メーカー希望小売価格

¥8,640
メーカー希望小売価格

¥8,640 ¥8,980¥8,980メーカー希望小売価格

¥10,584
メーカー希望小売価格

¥10,584 ¥51,000¥51,000メーカー希望小売価格

¥59,400
メーカー希望小売価格

¥59,400

¥44,900¥44,900メーカー希望小売価格

¥56,160
メーカー希望小売価格

¥56,160 ¥112,000¥112,000メーカー希望小売価格

¥140,400
メーカー希望小売価格

¥140,400

¥89,800¥89,800メーカー希望小売価格

¥99,360
メーカー希望小売価格

¥99,360 ¥18,000¥18,000フェア特別価格フェア特別価格 ¥22,900¥22,900メーカー希望小売価格

¥27,000
メーカー希望小売価格

¥27,000 ¥268,000¥268,000メーカー希望小売価格

¥298,080
メーカー希望小売価格

¥298,080 ¥8,200¥8,200メーカー希望小売価格

¥9,612
メーカー希望小売価格

¥9,612

メーカー希望小売価格

¥864,000
メーカー希望小売価格

¥864,000
メーカー希望小売価格

¥388,800
メーカー希望小売価格

¥388,800 ¥210,000¥210,000メーカー希望小売価格

¥237,600
メーカー希望小売価格

¥237,600 ¥61,900¥61,900メーカー希望小売価格

¥76,680
メーカー希望小売価格

¥76,680 ¥179,000¥179,000メーカー希望小売価格

¥211,680
メーカー希望小売価格

¥211,680

¥27,600¥27,600メーカー希望小売価格

¥34,560
メーカー希望小売価格

¥34,560

¥9,800¥9,800メーカー希望小売価格

¥12,312
メーカー希望小売価格

¥12,312

¥18,400¥18,400メーカー希望小売価格

¥21,600
メーカー希望小売価格

¥21,600

¥890,000¥890,000メーカー希望小売価格

¥1,069,200
メーカー希望小売価格

¥1,069,200

¥25,800¥25,800メーカー希望小売価格

¥32,184
メーカー希望小売価格

¥32,184

¥12,900¥12,900メーカー希望小売価格

¥16,200
メーカー希望小売価格

¥16,200

¥7,600¥7,600メーカー希望小売価格

¥9,504
メーカー希望小売価格

¥9,504

¥55,000¥55,000メーカー希望小売価格

¥64,800
メーカー希望小売価格

¥64,800

¥265,000¥265,000メーカー希望小売価格

¥291,600
メーカー希望小売価格

¥291,600

¥47,500¥47,500メーカー希望小売価格

¥59,400
メーカー希望小売価格

¥59,400

フェア特別価格フェア特別価格メーカー希望小売価格

¥756,000
メーカー希望小売価格

¥756,000

フェア特別価格フェア特別価格 フェア特別価格フェア特別価格 フェア特別価格フェア特別価格

フェア特別価格フェア特別価格 フェア特別価格フェア特別価格 フェア特別価格フェア特別価格 フェア特別価格フェア特別価格 フェア特別価格フェア特別価格 フェア特別価格フェア特別価格

メーカー希望小売価格

¥2,376,000
メーカー希望小売価格

¥2,376,000

メーカー希望小売価格

¥4,752,000
メーカー希望小売価格

¥4,752,000
メーカー希望小売価格

¥1,026,000
メーカー希望小売価格

¥1,026,000
メーカー希望小売価格

¥907,200
メーカー希望小売価格

¥907,200
メーカー希望小売価格

¥922,000
メーカー希望小売価格

¥922,000
メーカー希望小売価格

¥972,000
メーカー希望小売価格

¥972,000
メーカー希望小売価格

¥1,944,000
メーカー希望小売価格

¥1,944,000

30 年以上のロングセラーを続けるOCB-1」
シリーズ。初代モデルのコンセプトを継承。
精密導体「102SSC」を採用。

30年以上のロングセラーを続けるOCB-1」
シリーズ。初代モデルのコンセプトを継承。
精密導体「102SSC」を採用。

5.5 スケアの極太導体によるハイパワー伝送と
3レイヤーシールディング構造。
5.5 スケアの極太導体によるハイパワー伝送と
3レイヤーシールディング構造。

ACROSSシリーズの最大の特徴
C.I.S ストラクチャー。その優れた
スタビライザー効果が電気特性に大きく
貢献しています。

ACROSSシリーズの最大の特徴
C.I.S ストラクチャー。その優れた
スタビライザー効果が電気特性に大きく
貢献しています。

フラグシップラインケーブル
「TUNAMI TERZO V2」に
オリジナルXLRプラグ「FOCUS 1」を
装着したモデル。

フラグシップラインケーブル
「TUNAMI TERZO V2」に
オリジナルXLRプラグ「FOCUS 1」を
装着したモデル。

ベリリウム銅を採用し、バイブレーションの
低減やロスのない伝送を実現。
ベリリウム銅を採用し、バイブレーションの
低減やロスのない伝送を実現。

バランス伝送に対応した、オルトフォンのMCトランス。
ワイドレンジでかつフラットな周波数特性を得ています。
バランス伝送に対応した、オルトフォンのMCトランス。
ワイドレンジでかつフラットな周波数特性を得ています。

非常にシンプルな構成のAIR TIGHT 昇圧トランス。
ハイインピーダンスのカートリッジにも、メーカー
にて対応可能です。

非常にシンプルな構成のAIR TIGHT 昇圧トランス。
ハイインピーダンスのカートリッジにも、メーカー
にて対応可能です。

独自開発の特殊分割巻線構造で巻き上げた左右独立
大型トランスを搭載。理想を追い求めた完全バランス
入力部が、音楽信号をロスなく伝送します。

独自開発の特殊分割巻線構造で巻き上げた左右独立
大型トランスを搭載。理想を追い求めた完全バランス
入力部が、音楽信号をロスなく伝送します。

15年間にわたり
ご愛顧頂いた

CSシリーズの性能を
継承・進化させた、
TAOCのフラッグ
シップラックです。

15年間にわたり
ご愛顧頂いた

CSシリーズの性能を
継承・進化させた、
TAOCのフラッグ
シップラックです。

B&W805D3の形状に
合わせた天板と底板で

デザイン的にも
ベストマッチングな

スピーカースタンドです。

B&W805D3の形状に
合わせた天板と底板で

デザイン的にも
ベストマッチングな

スピーカースタンドです。

ハイカーボン鋳鉄に熱処理を加えることで、さらに
減衰性を高めた TAOC独自の素材です。音に落着き
がでます。

ハイカーボン鋳鉄に熱処理を加えることで、さらに
減衰性を高めた TAOC独自の素材です。音に落着き
がでます。

良い「音」には
良い「響が」必要。

ヤマハの楽器製作技術の
ノウハウを生かした

調音パネル。

良い「音」には
良い「響が」必要。

ヤマハの楽器製作技術の
ノウハウを生かした

調音パネル。

従来の真空管と同じ特性を得るため、蛍光表示菅
技術を応用して作られた新しい真空管。省電力で
小型化に成功しました。

従来の真空管と同じ特性を得るため、蛍光表示菅
技術を応用して作られた新しい真空管。省電力で
小型化に成功しました。

作業性の優れたターンテーブル構造で、スムーズに
クリーニングが行えます。クリーニング液から保護
するレーベルカバーも備え、ターンテーブル外周の
溝は、クリーニング液の飛散を受け止めます。

作業性の優れたターンテーブル構造で、スムーズに
クリーニングが行えます。クリーニング液から保護
するレーベルカバーも備え、ターンテーブル外周の
溝は、クリーニング液の飛散を受け止めます。

SPECのアンプにも採用されている、国産のイタヤ
カエデ削り出しのインシュレーター。
SPECのアンプにも採用されている、国産のイタヤ
カエデ削り出しのインシュレーター。

ウェルフロート構造で、接地面からの振動を完全に
遮断します。高級家具などに使用されているフィン
ランドバーチ積層板を採用。耐熱・耐久・強度に
優れた木材です。

ウェルフロート構造で、接地面からの振動を完全に
遮断します。高級家具などに使用されているフィン
ランドバーチ積層板を採用。耐熱・耐久・強度に
優れた木材です。

アドバンスト鋳鉄とハイカーボン鋳鉄を組合せ、さらに
形状の吟味により、解像度と落着きを両立させました。
アドバンスト鋳鉄とハイカーボン鋳鉄を組合せ、さらに
形状の吟味により、解像度と落着きを両立させました。

フルバランスヘッドホンアンプ回路との組み合わせで
高解像度サウンドの圧倒的な再現力に到達。ヘッド
ホンの聴き比べやリケーブルで音を楽しむ醍醐味を
存分に堪能できます。

フルバランスヘッドホンアンプ回路との組み合わせで
高解像度サウンドの圧倒的な再現力に到達。ヘッド
ホンの聴き比べやリケーブルで音を楽しむ醍醐味を
存分に堪能できます。

5.6448MHz の DSDファイルの、DSDネイティブ
再生に対応。底部には振動の影響を最小限に抑える、
金属製スパイクを装備。

5.6448MHz の DSDファイルの、DSDネイティブ
再生に対応。底部には振動の影響を最小限に抑える、
金属製スパイクを装備。

パワーアンプの Power3 をベースにプリ機能を追加
したシンプルな構成。濃密で沈み込む様なサウンドを
聴かせてくれます。

パワーアンプの Power3 をベースにプリ機能を追加
したシンプルな構成。濃密で沈み込む様なサウンドを
聴かせてくれます。

パラビッチーニの傑作。KT-66 の A級プッシュプル
構成で、最大出力 25W。フォノ入力も装備。
パラビッチーニの傑作。KT-66 の A級プッシュプル
構成で、最大出力 25W。フォノ入力も装備。

マークレビンソンの卓越したアナログオーディオ
パフォーマンスと先進のデジタルオーディオの再生
能力。また、操作性や柔軟性の高いオペレーション
技術。それらを融合した完成度の高いプリメイン
アンプです。

マークレビンソンの卓越したアナログオーディオ
パフォーマンスと先進のデジタルオーディオの再生
能力。また、操作性や柔軟性の高いオペレーション
技術。それらを融合した完成度の高いプリメイン
アンプです。

シンプルながらも、ハイグレードMCフォノ回路や
５バンドイコライザー等を搭載。長年培ってきた
マッキントッシュクオリティーが随所に組み込まれて
います。

シンプルながらも、ハイグレードMCフォノ回路や
５バンドイコライザー等を搭載。長年培ってきた
マッキントッシュクオリティーが随所に組み込まれて
います。

上位機種の技術とデザインを受け継ぎ、コンパクト
サイズに収めたGOLDMUNDエントリーモデルの
アンプ。  

上位機種の技術とデザインを受け継ぎ、コンパクト
サイズに収めたGOLDMUNDエントリーモデルの
アンプ。  

上級機DCD-1650RE の思想を受け継ぐ回路構成。
デノンが誇る、ビット拡張＆データ補完によるアナログ
波形再現技術搭載。

上級機DCD-1650RE の思想を受け継ぐ回路構成。
デノンが誇る、ビット拡張＆データ補完によるアナログ
波形再現技術搭載。

上級機 PMA2000REの思想を受け継ぐ回路構成と
コンストラクション。増幅素子として大電流を扱う
ことができる「Ultra High Current-MOS」を使用。

上級機 PMA2000REの思想を受け継ぐ回路構成と
コンストラクション。増幅素子として大電流を扱う
ことができる「Ultra High Current-MOS」を使用。

未知なる音場を最先端技術と熟成のオーディオ回路が
切り拓く。 DSD5.6MHz/PCM384kHz 対応USB
デュアルモノーラル・D/Aコンバーター。

未知なる音場を最先端技術と熟成のオーディオ回路が
切り拓く。 DSD5.6MHz/PCM384kHz 対応USB
デュアルモノーラル・D/Aコンバーター。

プリ出力端子を 3系統装備し、MMカートリッジ対応の
真空管フォノイコライザーを搭載したプリアンプです。
プリ出力端子を 3系統装備し、MMカートリッジ対応の
真空管フォノイコライザーを搭載したプリアンプです。

7オクターブの帯域を点音源で
放射するVX-JET ドライバーを
搭載した、3.5 ウェイトール

ボーイスピーカーです。

7オクターブの帯域を点音源で
放射するVX-JET ドライバーを
搭載した、3.5 ウェイトール

ボーイスピーカーです。
同軸ユニットを採用し、音の定位感が
抜群の 3ウェイ構成のブックシェルフ

スピーカーです。

同軸ユニットを採用し、音の定位感が
抜群の 3ウェイ構成のブックシェルフ

スピーカーです。

フラッグシップ・モデルである” THE MUSIC” に
導入されたフラットスパイダーコーンを採用した
ハイエンド・モデルスピーカーです。

フラッグシップ・モデルである” THE MUSIC” に
導入されたフラットスパイダーコーンを採用した
ハイエンド・モデルスピーカーです。

AM50と PC、後は素敵な音楽があれば、ELAC
クオリティのミュージックライフがすぐにスタート
できます。

AM50と PC、後は素敵な音楽があれば、ELAC
クオリティのミュージックライフがすぐにスタート
できます。

新素材「FLAX」を採用した画期的なダイアフラムを
搭載。芳醇な低音を聞かせてくれるフランスの
スピーカーです。

新素材「FLAX」を採用した画期的なダイアフラムを
搭載。芳醇な低音を聞かせてくれるフランスの
スピーカーです。

オークヴィレッジ社製エンクロージャーのブックシェルフ
スピーカー。フロントバッフルは樺桜の無垢材。
オークヴィレッジ社製エンクロージャーのブックシェルフ
スピーカー。フロントバッフルは樺桜の無垢材。

DENON独自のアナログ波形再現技術
「AL24 Processing」を搭載したCD専用プレーヤーです。
DENON独自のアナログ波形再現技術
「AL24 Processing」を搭載したCD専用プレーヤーです。

電源部と増幅部を極力離れた配置として互いの
干渉を低減し、SN比の向上を図っています。
電源部と増幅部を極力離れた配置として互いの
干渉を低減し、SN比の向上を図っています。

Wadia 社製のDACを搭載し、P-0 の思想を受け継ぐ
「ノンフローティングVRDSリジットメカ」を採用した
モデルです。

Wadia 社製のDACを搭載し、P-0 の思想を受け継ぐ
「ノンフローティングVRDSリジットメカ」を採用した
モデルです。

ブルーレイディスク、DVDだけでなく、スーパー
オーディオCD、DVD-Audio、CDなど多彩な
ディスクを高音質・高画質で楽しめるユニバーサル
ブルーレイディスクプレーヤー。

ブルーレイディスク、DVDだけでなく、スーパー
オーディオCD、DVD-Audio、CDなど多彩な
ディスクを高音質・高画質で楽しめるユニバーサル
ブルーレイディスクプレーヤー。

大電流増幅素子UHC-MOSシングルプッシュプル
出力回路搭載。MC/MMフォノ入力搭載。
大電流増幅素子UHC-MOSシングルプッシュプル
出力回路搭載。MC/MMフォノ入力搭載。

アルミダイカストターンテーブルを採用した、フォノ
イコライザーを内蔵したフルオートプレイヤー。
アルミダイカストターンテーブルを採用した、フォノ
イコライザーを内蔵したフルオートプレイヤー。

単一電池 ×16本使用のフォノイコライザーアンプです。
ゲインは 5段階、負荷抵抗は 4段階から選べます。
単一電池 ×16本使用のフォノイコライザーアンプです。
ゲインは 5段階、負荷抵抗は 4段階から選べます。

アキュフェーズ独自の高度なデジタル信号処理技術に
よって音声補正を行うデジタルヴォイシングイコライザー。
アキュフェーズ独自の高度なデジタル信号処理技術に
よって音声補正を行うデジタルヴォイシングイコライザー。

イタリアのUnisonReseach 社製の電圧増幅に
双３極管１２ＡＵ７を使ったハイブリッド方式の
プリメインアンプ。

イタリアのUnisonReseach 社製の電圧増幅に
双３極管１２ＡＵ７を使ったハイブリッド方式の
プリメインアンプ。

バイポーラーとモノリシック ICの優れた点を利用し
大小どのレベルにおいても歪みがなく音場を再現する
「CHAKRAテクノロジー」を採用。

バイポーラーとモノリシック ICの優れた点を利用し
大小どのレベルにおいても歪みがなく音場を再現する
「CHAKRAテクノロジー」を採用。

Advanced AL32 Processing を搭載、高精度
192kHz/32bit DA コンバーターを内蔵し、解像感の
高いサウンドを実現したSACDプレーヤーです。

Advanced AL32 Processing を搭載、高精度
192kHz/32bit DA コンバーターを内蔵し、解像感の
高いサウンドを実現したSACDプレーヤーです。

CDはもちろん、SACDやさまざまなDSD音源を
収録したディスクを誰でも気軽に楽しめるよう、DSD
ディスクの再生に対応したSACDプレーヤー。

CDはもちろん、SACDやさまざまなDSD音源を
収録したディスクを誰でも気軽に楽しめるよう、DSD
ディスクの再生に対応したSACDプレーヤー。

航空機グレードのハードアルミ材を採用、徹底した
無共振設計のステレオパワーアンプ。
定格出力 75W×2(8Ω)

航空機グレードのハードアルミ材を採用、徹底した
無共振設計のステレオパワーアンプ。
定格出力 75W×2(8Ω)

発売当時、サンスイが持ち前の伝統のスピーカー技術に
加え，積極的に先進的な素材技術を投入して作り上げた
人気モデル。 

発売当時、サンスイが持ち前の伝統のスピーカー技術に
加え，積極的に先進的な素材技術を投入して作り上げた
人気モデル。 

内蔵のデジタルアンプをエンクロージャーの振動から
分離する、画期的な構造「サイレントマウントテクノ
ロジー」を採用したサブウーファー。

内蔵のデジタルアンプをエンクロージャーの振動から
分離する、画期的な構造「サイレントマウントテクノ
ロジー」を採用したサブウーファー。

JBL社がホームシアター向けに製作した、バーチカル
ツイントールボーイ型スピーカーです。
JBL社がホームシアター向けに製作した、バーチカル
ツイントールボーイ型スピーカーです。

高品位かつ自然な音の響きを実現するとともに高級感
あふれるキャビネットに仕上げた小型ブックシェルフ
スピーカー。

高品位かつ自然な音の響きを実現するとともに高級感
あふれるキャビネットに仕上げた小型ブックシェルフ
スピーカー。

Cardas を内部配線に使用し、
ネットワークもリファインした
ECLIPSE の進化版。

Cardas を内部配線に使用し、
ネットワークもリファインした
ECLIPSE の進化版。

マトリックス
シリーズをベースに、
Nautilus の技術を取り
入れたNautilus800 シリーズ
小型 2ウェイシステム。

マトリックス
シリーズをベースに、
Nautilus の技術を取り
入れたNautilus800 シリーズ
小型 2ウェイシステム。

小音量時のクオリティを重視した、リニアリティの
高いグラスファイバー製ハイブリッドタイプの
オリジナルユニットを採用。

小音量時のクオリティを重視した、リニアリティの
高いグラスファイバー製ハイブリッドタイプの
オリジナルユニットを採用。

「楽器の様なスピーカー」
ブックシェルフ型ながら、
豊かな低域再生をします。

「楽器の様なスピーカー」
ブックシェルフ型ながら、
豊かな低域再生をします。

リボンツイーター搭載のプレーナー型スピーカー。
全高 185ｃｍとかなりの大型スピーカー。
リボンツイーター搭載のプレーナー型スピーカー。
全高 185ｃｍとかなりの大型スピーカー。

鬼才フィルジョーンズ製作。エンクロージャーには
アボナイトソリッドを使用し、剛性と制振効果を向上。
鬼才フィルジョーンズ製作。エンクロージャーには
アボナイトソリッドを使用し、剛性と制振効果を向上。

アルミボディを使用し、ノーティラスチューブ
アルミツィーターを採用した小型スピーカー。
アルミボディを使用し、ノーティラスチューブ
アルミツィーターを採用した小型スピーカー。

ツィーターを中心に上下に配したバーチカル
ツイン方式のトールボーイスピーカー。
ツィーターを中心に上下に配したバーチカル
ツイン方式のトールボーイスピーカー。

確かな音像定位とシャープな解像力を誇る 10インチ
同軸 2ウェイユニットと 10インチバスユニットの
ダブルウーファーシステム。

確かな音像定位とシャープな解像力を誇る 10インチ
同軸 2ウェイユニットと 10インチバスユニットの
ダブルウーファーシステム。

FSTミッドレンジドライバーと対称配置のバス
ドライバー１対を搭載した理想的なセンター
スピーカーです。

FSTミッドレンジドライバーと対称配置のバス
ドライバー１対を搭載した理想的なセンター
スピーカーです。

高域と超高域の２つのドライバーを組み込んだ
ホーンと 25ｃｍウーファー２基搭載した３ウェイ
フロア型スピーカー。

高域と超高域の２つのドライバーを組み込んだ
ホーンと 25ｃｍウーファー２基搭載した３ウェイ
フロア型スピーカー。

バスレフ型のエンクロージャーを採用し、厚みのある
中低域を実現した小型トールボーイスピーカー。
バスレフ型のエンクロージャーを採用し、厚みのある
中低域を実現した小型トールボーイスピーカー。

環境や人体にやさしい PETの素材。軽くて
やわらかい繊維が折重なる弾力感のある
ミルフィーユ構造。

環境や人体にやさしい PETの素材。軽くて
やわらかい繊維が折重なる弾力感のある
ミルフィーユ構造。

ピラミッドの形をした、拡散パネル。スピーカー
の後ろや側面の壁、天井など様々な場所で効果を
発揮。

ピラミッドの形をした、拡散パネル。スピーカー
の後ろや側面の壁、天井など様々な場所で効果を
発揮。

漆を使用した見た目にも美しいオーディオボード。
内部にはスパイクを内蔵している、「メカニック
ダイオード」構造。

漆を使用した見た目にも美しいオーディオボード。
内部にはスパイクを内蔵している、「メカニック
ダイオード」構造。

大切なオーディオ機器やコレクションを扱う
ためのオーディオ専用グローブです。拭き取
り用のクリーニングクロスとしてもご使用い
ただけます。

大切なオーディオ機器やコレクションを扱う
ためのオーディオ専用グローブです。拭き取
り用のクリーニングクロスとしてもご使用い
ただけます。

5mm厚の高品位カーボンとマホガニー材の
2層構造ハイブリッドインシュレーターです。
音場のノイズ感を低減させ透明感を向上させます。

5mm厚の高品位カーボンとマホガニー材の
2層構造ハイブリッドインシュレーターです。
音場のノイズ感を低減させ透明感を向上させます。

0.01g ～ 200g まで計測可能な精密小型
デジタル針圧計です。バックライト付きの
大きな文字盤で使いやすさ抜群です。

0.01g ～ 200g まで計測可能な精密小型
デジタル針圧計です。バックライト付きの
大きな文字盤で使いやすさ抜群です。

135本の無酸素銅線で構成された、エネルギッ
シュな音が特徴的なハイコストパフォーマンス
な電源ケーブルです。

135本の無酸素銅線で構成された、エネルギッ
シュな音が特徴的なハイコストパフォーマンス
な電源ケーブルです。

純銀線、銀メッキ線のみで信号を伝送する
ことにこだわったオルトフォンのUSB-2.0
ケーブルです。

純銀線、銀メッキ線のみで信号を伝送する
ことにこだわったオルトフォンのUSB-2.0
ケーブルです。

筐体にカーボンを採用し、NVSの内部配線を
使用した電源ボックスです。S/N感・低重心は
もちろん、圧倒的な音場感、広いダイナミクス
レンジを表現します。

筐体にカーボンを採用し、NVSの内部配線を
使用した電源ボックスです。S/N感・低重心は
もちろん、圧倒的な音場感、広いダイナミクス
レンジを表現します。

価格を極限まで抑えつつ、NVSケーブルの
真骨頂である生々しさ・空間表現力・そして
音楽表現力の全てを異次元へと向上させました。

価格を極限まで抑えつつ、NVSケーブルの
真骨頂である生々しさ・空間表現力・そして
音楽表現力の全てを異次元へと向上させました。

派手さはないですが、自然な色で解像度、
奥行きなどを十分に表現してくれます。
派手さはないですが、自然な色で解像度、
奥行きなどを十分に表現してくれます。

ナノテック 10周年記念モデルのYラグ付き
スピーカーケーブル。＋と－を完全に独立し、
伝送時の干渉を抑えます。
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スピーカーケーブル。＋と－を完全に独立し、
伝送時の干渉を抑えます。

太めの導体を７本撚り合わせ、低音の充実と
中高音の美しさを両立させたRCAケーブル。
太めの導体を７本撚り合わせ、低音の充実と
中高音の美しさを両立させたRCAケーブル。

導体に話題のHiFCを採用し、伸びよくしな
やかなXLRケーブルです。
導体に話題のHiFCを採用し、伸びよくしな
やかなXLRケーブルです。

アナログレコード製造時に付着する離型剤を
効果的に取り除くことで音質を向上させます。
アナログレコード製造時に付着する離型剤を
効果的に取り除くことで音質を向上させます。

従来機AC LANDAの製造精度及びフッ素樹脂
系絶縁皮膜の純度をさらに高めたオーディオ
グレードの電源ケーブルです。

従来機AC LANDAの製造精度及びフッ素樹脂
系絶縁皮膜の純度をさらに高めたオーディオ
グレードの電源ケーブルです。

電解タフピッチ・ピュア・カッパーをアース
及びマウンティング・ストラップにまで惜しみ
なく採用。厳しい PSEの基準をクリアしています。

電解タフピッチ・ピュア・カッパーをアース
及びマウンティング・ストラップにまで惜しみ
なく採用。厳しい PSEの基準をクリアしています。

精密機械加工済み航空用ハイグレードアルミ
ニウムを使用。音響機器及びスピーカーの
二次放射（振動）による悪影響を排除します。

精密機械加工済み航空用ハイグレードアルミ
ニウムを使用。音響機器及びスピーカーの
二次放射（振動）による悪影響を排除します。

PCOCCに純銀コートOFCを高密度で
スパイラル巻きすることで高速デジタル伝送を
可能にしたデジタルケーブル。

PCOCCに純銀コートOFCを高密度で
スパイラル巻きすることで高速デジタル伝送を
可能にしたデジタルケーブル。

撚り精度を極限まで高めた 3.5 スケアの
PC-TripleC を採用。音像のブレがなく正確に
基音と倍音を再現します。

撚り精度を極限まで高めた 3.5 スケアの
PC-TripleC を採用。音像のブレがなく正確に
基音と倍音を再現します。

床から浮かすことで外部振動の影響を受けず、
大幅にS/Nが向上。奥行きの深い音場を
表現します。

床から浮かすことで外部振動の影響を受けず、
大幅にS/Nが向上。奥行きの深い音場を
表現します。

スピーカーからの振動をカットし、大幅に
音質を向上させる電源タップ用ボード。
パソコンや小型機器の効果絶大です。

スピーカーからの振動をカットし、大幅に
音質を向上させる電源タップ用ボード。
パソコンや小型機器の効果絶大です。

新導体 PC－TripleC とファインメットマルチ
ノイズサプレッサー搭載したコストパフォー
マンス抜群のRCAケーブル。

新導体 PC－TripleC とファインメットマルチ
ノイズサプレッサー搭載したコストパフォー
マンス抜群のRCAケーブル。
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ノイズサプレッサー搭載したコストパフォー
マンス抜群のXLRケーブル。
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ノイズサプレッサー搭載したコストパフォー
マンス抜群のXLRケーブル。

上位機種 8N直系。完全フローテイングによる
バランス伝送可能で、色彩豊かな表現力を実現。
上位機種 8N直系。完全フローテイングによる
バランス伝送可能で、色彩豊かな表現力を実現。

オーディオ機器の天板とラックの棚板の下部を
機械的に結合し、二つの振動を同時に抑え
込みます。

オーディオ機器の天板とラックの棚板の下部を
機械的に結合し、二つの振動を同時に抑え
込みます。

北欧風のエレガントなデザインで、音質だけで
なくインテリアとしての性能も兼ね揃えています。
北欧風のエレガントなデザインで、音質だけで
なくインテリアとしての性能も兼ね揃えています。

真鍮無垢材の削り出しと 24K金メッキの仕上。
ラックスマンオリジナルの高品質なバナナプラグ。
真鍮無垢材の削り出しと 24K金メッキの仕上。
ラックスマンオリジナルの高品質なバナナプラグ。

最大 4系統まで切り替え可能のスピーカー
セレクター。並列同時出力可能でヘッドフォン
端子も付いています。

最大 4系統まで切り替え可能のスピーカー
セレクター。並列同時出力可能でヘッドフォン
端子も付いています。

アースループの発生しない独自のループレス・
シャーシ構造で強固に固定され、迷走電流や
磁界の発生を抑えることで電源の純度を高め
ました。

アースループの発生しない独自のループレス・
シャーシ構造で強固に固定され、迷走電流や
磁界の発生を抑えることで電源の純度を高め
ました。

極太5.5 スケアの導体！ゾノトーン電源ケーブル
初の、「高機能純銅線・HiFC」を採用。温かみが
あり、色艶のある表現力です。

極太 5.5 スケアの導体！ゾノトーン電源ケーブル
初の、「高機能純銅線・HiFC」を採用。温かみが
あり、色艶のある表現力です。

剛性が高く振動に強いアルミダイキャストの
筐体。内部配線にはZPS-6000 の為に設計
された、4種類の導体をハイブリットした物を使用。

剛性が高く振動に強いアルミダイキャストの
筐体。内部配線にはZPS-6000 の為に設計
された、4種類の導体をハイブリットした物を使用。

ミクロの汚れも浮かし取り、バキューム方式で
強力吸引！さらに除電機能もついた「音が蘇る」
レコードクリーナー！

ミクロの汚れも浮かし取り、バキューム方式で
強力吸引！さらに除電機能もついた「音が蘇る」
レコードクリーナー！

手軽に使えて、確実に汚れが取れます ! 手作業
でのクリーニングですが、このベースを使って
ふき取った時の感触！確実に音溝をなぞって
いるのが分かります！クリーニングが楽しく
なりますよ !

手軽に使えて、確実に汚れが取れます ! 手作業
でのクリーニングですが、このベースを使って
ふき取った時の感触！確実に音溝をなぞって
いるのが分かります！クリーニングが楽しく
なりますよ !

カートリッジの針先というのは、見た目には
分からなくてもかなり汚れが付着している
ものです。これを使えば蓄積した頑固な汚れも
一発で綺麗になります！あなたのカートリッジ、
大丈夫ですか？

カートリッジの針先というのは、見た目には
分からなくてもかなり汚れが付着している
ものです。これを使えば蓄積した頑固な汚れも
一発で綺麗になります！あなたのカートリッジ、
大丈夫ですか？

超音波で洗浄する全自動式クリーナー！従来の
方法では落としきれなかった細かい汚れを
取り除き、レコードに刻まれた情報を余す事
無く再生することが可能になります !

超音波で洗浄する全自動式クリーナー！従来の
方法では落としきれなかった細かい汚れを
取り除き、レコードに刻まれた情報を余す事
無く再生することが可能になります !

お馴染み SFCの除電ブラシ。3世代目の
SK-Ⅲは金属部分にロジウムメッキを施すこと
によって人体アース性能を強化。再生前に
ひとなでするだけで驚きの効果が得られます！

お馴染みSFCの除電ブラシ。3世代目の
SK-Ⅲは金属部分にロジウムメッキを施すこと
によって人体アース性能を強化。再生前に
ひとなでするだけで驚きの効果が得られます！

DS Audio の光電式カートリッジ第１号となる
DS001の上位機種となる本機では様々な改良
がなされ、光カートリッジの可能性を更に
広げました！

DS Audio の光電式カートリッジ第１号となる
DS001の上位機種となる本機では様々な改良
がなされ、光カートリッジの可能性を更に
広げました！

磁気回路の一片を大きな純鉄の塊から精密加工
で削り出して一体化し剛性を高めるという、
こだわりの詰まったカートリッジ！聴きなれた
レコードも、より豊かに音楽を奏でてくれるでしょう！

磁気回路の一片を大きな純鉄の塊から精密加工
で削り出して一体化し剛性を高めるという、
こだわりの詰まったカートリッジ！聴きなれた
レコードも、より豊かに音楽を奏でてくれるでしょう！

フラッグシップモデル PP-2000 の血統を受け
継ぐ最新作！優れた音像定位と鮮度の高い
中高音、豊かな低音を再現します！

フラッグシップモデル PP-2000 の血統を受け
継ぐ最新作！優れた音像定位と鮮度の高い
中高音、豊かな低音を再現します！

Ortofon といえばMC-20 シリーズ！
その最新モデルです。空間表現や豊かな
低音再生能力に優れ、シルクの様に滑らかで
上質な再生音はまさに至高のアナログ
サウンドです！

Ortofon といえばMC-20 シリーズ！
その最新モデルです。空間表現や豊かな
低音再生能力に優れ、シルクの様に滑らかで
上質な再生音はまさに至高のアナログ
サウンドです！

SPU最後の技術者Windfeld 氏が残した
最高傑作作品。超低内部抵抗（２Ω）で高出力
 (0.5mV) 。シェルには山中塗りの工芸品を使用。

SPU最後の技術者Windfeld 氏が残した
最高傑作作品。超低内部抵抗（２Ω）で高出力
 (0.5mV) 。シェルには山中塗りの工芸品を使用。

名匠アイクマンの傑作！マグネシウムを使用し
独自の形状に作り上げられた現代アームの決
定版。ダイナミックバランス型、実効長
233.15mm。

名匠アイクマンの傑作！マグネシウムを使用し
独自の形状に作り上げられた現代アームの決
定版。ダイナミックバランス型、実効長
233.15mm。

カップとスパイクの一体構造の中にダンピング
溶液のスティッキー溶液を封入する事で不要
振動を吸収。

カップとスパイクの一体構造の中にダンピング
溶液のスティッキー溶液を封入する事で不要
振動を吸収。

OFCと HiFC、2種類の導体をミクスチュア・
ツイストさせたハイブリッドケーブルです。
ダイナミックかつ程よく温かみのあるサウンド
を聴かせてくれます。

OFCと HiFC、2種類の導体をミクスチュア・
ツイストさせたハイブリッドケーブルです。
ダイナミックかつ程よく温かみのあるサウンド
を聴かせてくれます。

従来モデルのCS-1 をベースにして更に軽量化と
高音質化を図ったジュラルミン削り出しのヘッド
シェルです。

従来モデルのCS-1 をベースにして更に軽量化と
高音質化を図ったジュラルミン削り出しのヘッド
シェルです。

スウェーデン語であるORIGOは、起源 (Origin)
を表します。何も加えず、何も引かない、まさに
オーディオ系座標軸のZEROを起源とする製品です。

スウェーデン語であるORIGOは、起源 (Origin)
を表します。何も加えず、何も引かない、まさに
オーディオ系座標軸のZEROを起源とする製品です。

Hi-Fi 機器用に厳選した素材を使用。メッキ
処理無しの、Real Cable 最高峰のパワー
ケーブル。

Hi-Fi 機器用に厳選した素材を使用。メッキ
処理無しの、Real Cable 最高峰のパワー
ケーブル。

スパイク＋受け皿一体構造のプロップ型
インシュレーター。機械工学に基づき開発。
スパイク＋受け皿一体構造のプロップ型
インシュレーター。機械工学に基づき開発。

真鍮棒材を機械切削し、堅牢で高価なロジューム
メッキ仕上げのYラグ /ﾊﾞﾅﾅﾌﾟﾗｸﾞ付け替え可能な
スピーカーケーブルプラグです。

真鍮棒材を機械切削し、堅牢で高価なロジューム
メッキ仕上げのYラグ /ﾊﾞﾅﾅﾌﾟﾗｸﾞ付け替え可能な
スピーカーケーブルプラグです。

微弱なカートリッジの発電信号をできるだけ
損なうことなく伝送する、フェーズメーショ
ンオリジナルの 2芯シールドケーブル。RCA
タイプです。

微弱なカートリッジの発電信号をできるだけ
損なうことなく伝送する、フェーズメーショ
ンオリジナルの 2芯シールドケーブル。RCA
タイプです。

可聴帯域を超えた振動まで考慮し、設計され
ている美しいオーディオラック。ラックも
重要なコンポーネントの一つと考えられます。

可聴帯域を超えた振動まで考慮し、設計され
ている美しいオーディオラック。ラックも
重要なコンポーネントの一つと考えられます。

スタジオ等プロの現場で使用されているRCA
ケーブル。タフでトラブルや色付けの無さを
必要とされます。

スタジオ等プロの現場で使用されているRCA
ケーブル。タフでトラブルや色付けの無さを
必要とされます。

レコードをクリーニングするのに、もう手間は
いりません！レコードをこのマシーンにセット
するだけで 200Wという高出力な超音波により
洗浄され、乾燥まで全自動で行います！

レコードをクリーニングするのに、もう手間は
いりません！レコードをこのマシーンにセット
するだけで 200Wという高出力な超音波により
洗浄され、乾燥まで全自動で行います！

光電式カートリッジの持つ可能性を最大限
発揮できるよう開発を重ねたフラッグシップ
モデル！振動系やカンチレバー・針・ハウジング
に至るまで全てが最高級！その音はもちろん
超弩級です！

光電式カートリッジの持つ可能性を最大限
発揮できるよう開発を重ねたフラッグシップ
モデル！振動系やカンチレバー・針・ハウジング
に至るまで全てが最高級！その音はもちろん
超弩級です！

高度な精密機器として設計された、唯一無比の
存在 ! カウンターウエイト取り付け部からヘッド
シェル部まで一体となったカーボンコンポジット・
アームチューブ。

高度な精密機器として設計された、唯一無比の
存在 ! カウンターウエイト取り付け部からヘッド
シェル部まで一体となったカーボンコンポジット・
アームチューブ。

フラッグシップモデルの論理的アプローチを
踏襲しつつ、よりシンプルに扱いやすさも
追求した 10インチ・トーンアーム。
スタティックバランス型。

フラッグシップモデルの論理的アプローチを
踏襲しつつ、よりシンプルに扱いやすさも
追求した 10インチ・トーンアーム。
スタティックバランス型。

世界初、レーザーガイドでアジマス調整を
実現することでVTAとアジマス調整が精密
かつ迅速に行えます。ペルナンブッコ（木材）
をアームパイプに使用。

世界初、レーザーガイドでアジマス調整を
実現することでVTAとアジマス調整が精密
かつ迅速に行えます。ペルナンブッコ（木材）
をアームパイプに使用。

シンプルを突き詰めたクロノスターンテーブル
にベストマッチなアーム！スタティックバランス
型、実効長 266.7mm。

シンプルを突き詰めたクロノスターンテーブル
にベストマッチなアーム！スタティックバランス
型、実効長 266.7mm。

定評ある PHANTOM シリーズをベースに
新たな技術を搭載。さらに完成度を高めた
最高グレードのトーンアーム。グラハムの
特徴であるピポットアッセンブリーを一新。
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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 ) スピーカー (ペア )スピーカー (ペア )

吸音材吸音材 音響パネル音響パネル ボードボード オーディオ用グローブオーディオ用グローブ インシュレーターインシュレーター

針圧計針圧計 電源ケーブル電源ケーブル USBケーブルUSBケーブル 電源タップ電源タップ RCAケーブルRCAケーブル

HDMI ケーブルHDMI ケーブル SPケーブルSPケーブル RCAケーブルRCAケーブル XLRケーブルXLRケーブル アナログクリーニング液アナログクリーニング液

電源ケーブル電源ケーブル コンセントベースコンセントベース ディフューザーディフューザー

デジタルケーブルデジタルケーブル電源ケーブル電源ケーブル ケーブルインシュレーターケーブルインシュレーター 電源タップ用クォーツアンダーボード電源タップ用クォーツアンダーボードRCAケーブルRCAケーブル XLRケーブルXLRケーブル フォノケーブルフォノケーブル

スタビライザースタビライザー ラックラック バナナプラグバナナプラグ SPセレクターSPセレクター 電源タップ電源タップ

電源ケーブル電源ケーブル 電源タップ電源タップ

レコード洗浄機レコード洗浄機 レコードクリーニングベースレコードクリーニングベース 超音波スタイラスクリーナー超音波スタイラスクリーナー 超音波レコード洗浄機超音波レコード洗浄機 除電除埃ブラシ除電除埃ブラシ

光カートリッジ光カートリッジ MCカートリッジMCカートリッジ MCカートリッジMCカートリッジ MCカートリッジMCカートリッジ MCカートリッジMCカートリッジ

インシュレーターインシュレーター

RCAケーブルRCAケーブル

ヘッドシェルヘッドシェル

RCAケーブルRCAケーブル

電源ケーブル電源ケーブル

インシュレーターインシュレーター

SPラグSPラグ

バランス型フォノケーブルバランス型フォノケーブル

ラックラック

RCAケーブルRCAケーブル

超音波レコード洗浄機超音波レコード洗浄機

光カートリッジ +フォノイコライザー光カートリッジ +フォノイコライザー

トーンアームトーンアーム トーンアームトーンアーム トーンアームトーンアーム トーンアームトーンアーム トーンアームトーンアーム トーンアームトーンアーム

OCB-1SX V2OCB-1SX V2 TUNAMI GPX-R V2( 1.8m)TUNAMI GPX-R V2( 1.8m) ACROSS 750 RR V2 (0.7m)ACROSS 750 RR V2 (0.7m) TERZO XX V2 (0.7m)TERZO XX V2 (0.7m) R-1R-1 ST-90ST-90 ATH-3ATH-3 T-500T-500 CSR-3S-L/DCSR-3S-L/D WST-60HD3WST-60HD3 TITE-25ADTITE-25AD

ACP-2ACP-2 NutubeNutube RC-TRC-T H-K4H-K4 TAD-ZZ013-WNTAD-ZZ013-WN TITE-35STITE-35S

No.585No.585

C48C48 Metis2,Metis3Metis2,Metis3 PMA-1500REPMA-1500RE DCD-1500REDCD-1500RE UD-501UD-501 TRV-4SETRV-4SE

FS507VX-JETFS507VX-JET MINORCAMINORCA LISZTLISZT AM50AM50 Aria926Aria926 Kailas SS200Kailas SS200

U-05U-05 DS-DAC-100DS-DAC-100 IntegratedIntegrated Classic Integrated ⅡClassic Integrated Ⅱ

PMA-1500AEPMA-1500AE

DP-26FDP-26F

DCD-755REDCD-755RE IPA-100RIPA-100R X-50W VUKX-50W VUK BDP-4010UDBDP-4010UD

ph3Dph3D DG-28DG-28 UNICOUNICO C2100C2100 DCD-1650SEDCD-1650SE

PD-10PD-10 model 2model 2 S-W7S-W7XL-900CXL-900C SVA-1800SVA-1800 SC-A33XGSC-A33XG

ECLIPSE CLASSICECLIPSE CLASSIC N805N805 S-N100S-N100 DIAMOND 10.1DIAMOND 10.1 MG3.7iMG3.7i Reference 2Reference 2

XT2XT2 S-99twinS-99twin TD700A/CTD700A/C CMC2 PBCMC2 PB S3800S3800 mercury m3mercury m3

WY-WWY-W AZM-NAZM-N PL-TB-TPPL-TB-TP PAG-1PAG-1 CWI4010CWI4010

DS-3DS-3 PSC-1500XGPSC-1500XG DGI-K2 SilverDGI-K2 Silver CCS-4CCS-4 FD-S-RCA-3FTFD-S-RCA-3FT

Performance Active
HDMI 15m

Performance Active
HDMI 15m

SP777WTY/2.0mSP777WTY/2.0m #207/F1-RCA#207/F1-RCA #208/N1-XLR#208/N1-XLR Nano Clean A-1Nano Clean A-1

AC LANDA CUⅡ 1.0mAC LANDA CUⅡ 1.0m THE SOUND SOURCE ⅡTHE SOUND SOURCE Ⅱ FRACTAL 7FRACTAL 7

SILVER MEISTER HD
5000/1.0m

SILVER MEISTER HD
5000/1.0m

POWER STANDARD
TripleC-FM

POWER STANDARD
TripleC-FM

RCI-3HRCI-3H TB-38HTB-38HLINE-1.0R-TripleC-FMLINE-1.0R-TripleC-FM LINE-1.0X-TripleC-FMLINE-1.0X-TripleC-FM 6NTW6060 
Meister(s)/1.5m

6NTW6060 
Meister(s)/1.5m

STB1STB1 HF04BBHF04BB JPB-10JPB-10 AS-5ⅢAS-5Ⅲ ES-35ES-35

6N PS NEO GRANDIO
5.5HI/1.8m

6N PS NEO GRANDIO
5.5HI/1.8m

ZPS-6000ZPS-6000

IQ1100AIQ1100A LPB01LPB01 SONICSONIC VC-66VC-66 SK-ⅢSK-Ⅲ

DSW1DSW1 2.0S2.0S PP-500PP-500 MCQ20MCQ20 SPU SynergySPU Synergy

SERIES ⅤSERIES Ⅴ

CA-4CA-4

Reference 5NX 505/1.5mReference 5NX 505/1.5m

CS-1000CS-1000

ORIGO RCA 2.5mORIGO RCA 2.5m

PSOCC1PSOCC1

DPX-1DPX-1

LUG-B4LUG-B4

CC-1000RCC-1000R

RADIUS SOLO 4RADIUS SOLO 4

シュベルニー RCAシュベルニー RCA

CLN-LP200CLN-LP200

DS master 1DS master 1

Pickup ArmPickup Arm AQUALARAQUALAR Reed3Q-GG/10.5Reed3Q-GG/10.5 HELENAHELENA Phantom ElitePhantom Elite

現品限り

現品限り

現品限り

現品限り

現品限り
現品限り 現品限り 現品限り 現品限り

現品限り現品限り現品限り


