
■お支払い回数は 3～84回まで ■半年先までの一括払い手数料ゼロ ■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 ■銀行印をご持参下さい。 ★学生さんは学割あります。 ※表示価格は全て、消費税込みの価格です。　※提携ローン会社 /セディナ•日専連ベネフル•全日信販
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福岡国際会議場

第10回記念

ホームシアターフェア同時開催

4月

特設会場

の３日間27 28 29
開場 10:00〜19:00

(土) (日) (祝 )
日頃は、マックスオーディオ小倉店•福岡店ともにご愛顧頂きまして

厚く御礼申し上げます。さて弊店のオーディオ•ビジュアルフェアも

北九州地区では26回目、福岡地区では10回目を迎える運びとなりました。

これも一重に皆様のご愛顧の賜物と社員一同心から感謝いたしております。

今回の九州ハイエンドオーディオフェア(福岡国際会議場)では、国内の

ハイエンドモデルはもちろん話題の輸入モデルを出品し、オーディオ最前線の

イベントも併せて提供させていただきます。

日頃は、マックスオーディオ小倉店•福岡店ともにご愛顧頂きまして

厚く御礼申し上げます。さて弊店のオーディオ•ビジュアルフェアも

北九州地区では26回目、福岡地区では10回目を迎える運びとなりました。

これも一重に皆様のご愛顧の賜物と社員一同心から感謝いたしております。

今回の九州ハイエンドオーディオフェア(福岡国際会議場)では、国内の

ハイエンドモデルはもちろん話題の輸入モデルを出品し、オーディオ最前線の

イベントも併せて提供させていただきます。
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 話題のホームシアター
実演会開催！

販売コーナー
一挙に大放出！

ハイレゾ音源を探る !

オーディオ評論家
小原由夫先生

100聞は1聴にしかず

最新のオーディオ事情を講演

オーディオファイル必聴のイベントです。

4月２７日(土)13:00より
イベントルームJにて開催

究極のアナログプレーヤーAir Force One も競演！

世界のオーディオブランドが
九州最大級の規模で集結

世界初 4K×2K
プロジェクター！
立体的でリアルな
映像は必見です！
お見逃しなく！！

  
   
e-shift2 テクノロジー
で高品位な 4K映像を
実現しました！   
是非、ご自宅でこの
感動を体感してください！！   

ハイコントラストで、
且つ高精細な 3D
パフォーマンスを実現しました！
シネマの醍醐味をマイルームで堪能しませんか！？   

エントリー機と侮ってはいけません！
各所に最新技術と高品位パーツを採用した
ハイコストパフォーマンス機です！

リファレンスHi-Fi シリーズ直系のテクノロジーを搭載！
2ch アンプの品質にこだわったハイコストパフォーマンス機、
デジタル入力も装備してこの価格はお買い得です！！

8cmフルレンジから出ているとは
思えないスケールと臨場感！   
そして正確に再現される音は
一度聴いたら忘れられません！   

最大 150,000:1 の
高コントラスト比！
更に明るくなった   
高画質プロジェクター
で映像美を堪能してみませんか！？   

e-shift2 テクノロジー

による高品位な 4K映像！

レンズメモリー等多彩な機能で

環境に最適な映像が実現できます！
192kHz/32bit D/Aｺﾝﾊﾞｰﾀｰ、HDAM®PureLines 搭載
情報量が豊かで低歪、ハイスピードなサウンドを実現しました。

  
   
振動やノイズ低減する 3分割シャーシ構造をはじめ、各所に   
音質追求への拘りがみられます！   

定格出力 (20Hz-20kHz 両 ch 同時駆動 )、70W×2（8Ω負荷）
100W×2（4Ω負荷）ﾏﾗﾝﾂが誇る最新の高音質化技術で磨き上げられた
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄ ・゙ﾌﾟﾘﾒｲﾝｱﾝﾌﾟ

  
大人気CMシリーズの
中級機！ジャンルを選
ばず堂々とした鳴りっ
ぷりは必聴ですよ！！   

9ch・810W 同時出力のさらなる高音質・高効率化の
追求に加え、4Kﾊﾟｽｽﾙｰ、MHL対応、USB DAC機能、
DSD音源の再生など、最新次世代機能搭載！

高音質ｻﾗｳﾝﾄﾞﾌｫｰﾏｯﾄﾞDolby TrueHD、DTS-HD Master Audio に対応
全ﾁｬﾝﾈﾙ192kHz/32ﾋﾞｯﾄ D/Aｺﾝﾊﾞｰﾀｰ採用

実用最大出力 210ｗ×5（6Ω）の大出力！
5ch、7ch、9ch など多彩なｼｽﾃﾑを構築することが可能です。

ﾅﾁｭﾗﾙｻｳﾝﾄﾞへのこだわりを清楚なﾌｫﾙﾑに表現した、
ﾊﾟﾗﾚﾙﾌﾟｯｼｭﾌﾟﾙ構成の正統派ﾌﾟﾘﾒｲﾝｱﾝﾌﾟ！

高精度処理できる 192kHz/32bit DACを搭載。新たな音楽
の世界の広がりと発見、そしてより深い感動をお届けします！

2.5ｳｪｲ・ﾊﾞｽﾚﾌ型。
ｸｵﾘﾃｨを簡単に手に入れることが
可能なｸﾚｰﾊﾞｰなｽﾋﾟｰｶｰｼｽﾃﾑです。

ﾔﾏﾊが誇る 3次元立体音場再生の最高峰！
これからの時代のAVｱﾝﾌﾟにふさわしいｸｵﾘﾃｨです

4K対応、高品位なビデオアップコンバージョン機能搭載
ﾋﾟｭｱｵｰﾃﾞｨｵ開発で培ってきた音質の追及を果たしました！

4Kはもちろん 9.1ch 対応の新設計・広帯域パワーアンプを搭載！
贅沢な音場空間です。

ｽﾏｰﾄに高音質を
溢れさせてくれる
KIKOの可能性は
無限大！

Aura ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾃｯﾄﾞｱﾝﾌﾟ
vita
¥126,000

ELAC
ｽﾋﾟｰｶｰ
ＢＳ192
￥126,000
（pair）

USB端子も装着したDENONエントリーモデル。
これからオーディオを始める方にオススメですよ！

CDもネットワークオーディオもしたい！という欲張りな方にはこれ
1台でCDもネットワークオーディオも楽しめます。

２００６年に発売された
JBL６０周年記念モデルです！
３ウェイフロアスタンディング
スピーカーの JBLサウンドを
堪能してください。

前面にあるHDMI 入力端子でスマートフォンやビデオカメラ
の映像を高画質、高音質で手軽に楽しんでみませんか？

AVアンプは大きいとイメージですがこのNR1403なら
既存の TVラックにも収まります。機能面でもサイズから
は想像できない駆動力です。

コンパクトなボディにDSD再生も可能にした機能を凝縮してます。 ザイロン採用のマランツオリジナルメカ採用してます。
リアパネルには PC対応のUSB DACを搭載し PC音源を直接再生可能です。

お持ちのカセットテープをCDにして残しませんか？
様々なメディアをデジタル化できるマルチメディアレコーダーです。

カセットデッキをお探しの方はこれ！
現在数少ない高品質ダブルカセットデッキです。

２つのHDMI 出力を搭載しデジタル音声信号デジタルと映像信号を
別々に出力することができることで相互干渉を防ぎ高品質な映像と
音声を実現してます。

新しいドライブメカの採用で従来のモデルより読み込みスピードが速く
ストレスなく高品質な画像や音声を再生してくれます。

より自然で、色彩豊かな美しい映像表現と、SACD対応で
筐体の剛性を高め高音質化を実現したユニバーサルプレーヤーです。

スタイリッシュな
オーディオシステムを

お探しの方にオススメ！
小さいですが多機能で

パワーも十分！
JBLサウンドが

お気軽に楽しめます！

イギリス Cambridge Audio( ケンブリッジオーディオ )の
音楽性あふれるオーディオコンポーネントから、音楽を
身近に感じるオーディオ入門のシステムオーディオコンポです

  
定格出力 40W＋40W（8Ω）のオールインワン、ネットワークCDレシーバー
とコンパクトでありながら強力なパンチを秘めているB＆W　M-1 のオーディオ
システムです。

ネットワークCDレシーバー RCD-N8 ¥OPEN
スピーカー ZENSOR1 ¥37,800

CD プレーヤー PD-501HR ¥90,300  プリメインアンプ AI-501DA ¥102,900
スピーカー S-300NEO ¥OPEN

SACDプレーヤー PD-30 ¥63,000
プリメインアンプ A-30 ¥49,800
スピーカー S-A4SPT-VP ¥96,000

SACDや DSDディスクの魅力を、余すところなく引き出す
オーディオシステムです。人気のピュアモルトスピーカーと
ベストマッチナセットです。  

今話題の 5.6MHzDSDファイルと
ネイティブ再生対応の
CDプレーヤー。
192kHzUSB入力対応の
プリメインアンプを組み合わせた
オール TEACシステム。

コンパクトながらDENONらしい力強さを聞かせてくれる
ネットワークCDレシーバー。人気のスピーカーブランド
DALI のエントリーモデルシステム。 

ネットワークCDレシーバー M-CR603 ¥69,300
スピーカー M-1 ¥58,800

JET V Ex ﾄｨｰﾀｰの 2ｳｪｲ・ﾊﾞｽﾚﾌ式。バランスのとれた音楽再生能力です！
音質を最優先したﾊﾞﾗﾝｽ出力と、3系統のﾃﾞｼﾞﾀﾙ入力を備えています。
ｵｰｿﾄﾞｯｸな美しいﾃﾞｻﾞｲﾝは絶品です。出力 50w+50w(8Ω)、FM/AMﾁｭｰﾅｰ
内蔵です。ﾊﾟﾜﾌﾙで躍動感たっぷりです！

AuraCDプレーヤー
vivid
¥126,000

VPL-VW1000
プロジェクター

DLA-X95R
LVP-HC8000Dプロジェクター プロジェクター

PMA-390RE
プリメインアンプ

A-9050
プリメインアンプ TD508Mk3

スピーカー

VPL-VW95ES
プロジェクター

DLA-X55R
プロジェクター

AV8801
AV プリアンプ A-50プリメインアンプ

PM7004
プリメインアンプ

CM5
スピーカー

SC-LX86
AV アンプ AV サラウンドレシーバー

AVR-4520 MM7055
AV パワーアンプ A-S700

プリメインアンプ
PD-30

SACD プレーヤー

FS197
スピーカー

RX-A3020
AV レシーバー

TX-NR818
AV アンプ

TA-DA5800ES
マルチチャンネルインテグレートアンプ DCD-755RE

CD プレーヤー
CD-N500S

CD プレーヤー
LS-60E
スピーカー

AVR1713
AV アンプ

NR1403
AV アンプ

NR365
AV アンプ

SA8004
SACD プレーヤー

AD-RW900
CDレコーダー/カセットデッキ

W-890R
ダブルオートリバースカセットデッキ

UD7007
ブルーレイディスクプレーヤー

DBT-3313UD
ユニバーサルプレーヤー

BDP-LX55
ブルーレイディスクプレーヤー

SAS101MWX-BT
オーディオシステム

SYSTEM351
オーディオシステム KIKO system

ネットワークシステム
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￥39,800￥39,800

フェア特別価格フェア特別価格
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メーカー小売り希望価格

¥664,650

メーカー小売り希望価格

¥330,000
メーカー小売り希望価格

¥346,500
メーカー小売り希望価格

¥136,500
メーカー小売り希望価格

¥73,500
メーカー小売り希望価格

¥63,000
メーカー小売り希望価格

¥231,000

メーカー小売り希望価格

¥399,000
メーカー小売り希望価格

¥OPEN
メーカー小売り希望価格

¥50,400

メーカー小売り希望価格

¥100,000

メーカー小売り希望価格

¥94,000
メーカー小売り希望価格

¥126,000
メーカー小売り希望価格

¥157,500

メーカー小売り希望価格

¥68,250
メーカー小売り希望価格

¥47,040

メーカー小売り希望価格

¥273,000
メーカー小売り希望価格

¥153,300

メーカー小売り希望価格

¥128,100
メーカー小売り希望価格

¥208,800
メーカー小売り希望価格

¥378,000
メーカー小売り希望価格

¥378,000

メーカー小売り希望価格

¥283,500

メーカー小売り希望価格

¥55,650
メーカー小売り希望価格

¥388,800

メーカー小売り希望価格

¥1,680,000
メーカー小売り希望価格

¥1,050,000
メーカー小売り希望価格

¥50,400
メーカー小売り希望価格

¥54,600
メーカー小売り希望価格

¥98,700

メーカー小売り希望価格

¥160,000
メーカー小売り希望価格

¥70,000
メーカー小売り希望価格

¥94,000
メーカー小売り希望価格

¥451,500
メーカー小売り希望価格

¥630,000


