大好評 USED品 大放出市!
ヴィンテージ

※中古品、展示品は１点物の為、売り切れの場合はご了承下さい。

プリメインアンプ PMA-390SE
定格出力 50W+50W(8Ω) の
DENON プリメインアンプ。
エントリーモデルながら
力強くなりっぷりのいいアンプ

メーカー小売り希望価格
￥45,150 を

¥19,800

プリメインアンプ PMA-390Ⅳ
BASS､Treble､Loudness､Balance
のコントロール機能搭載
プリメインアンプ｡
メーカー小売り希望価格
￥39,800 を

¥16,000

プリメインアンプ IPA-100R
出力 200W+200W（4Ω）、
MOS-FET を片 CH4 個使用した
2ﾊﾟﾗﾚﾙﾌﾟｯｼｭﾌﾟﾙ構成。
お薦めです！
メーカー小売り希望価格
￥493,500 を

¥198,000

プリメインアンプ A-2030
パワー部､プリ部に
別ﾄﾗﾝｽを用いた 2
ﾄﾗﾝｽ方式を採用した
プリメインアンプ !

¥9,800

メーカー小売り希望価格
￥50,400 を

管球式プリメインアンプ I2A3
真空管 2A3 を現代の技術で
磨き上げ、優しさにあふれた
心地よいサウンドを
ご堪能ください。

メーカー小売り希望価格
￥565,5000 を

¥200,000
プリアンプ C34V

5 バンドイコライザーや
ｺﾝﾍﾟﾝｾｰﾀｰを搭載したｺﾝﾄﾛｰﾙｱﾝﾌﾟ!

メーカー小売り希望価格
￥680,000 を

FAST

¥198,000

メーカー小売り希望価格
￥627,900 を

パワーアンプ MC7270
独自のﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾆｯｸ･ｵｰﾊﾞｰﾛｰﾄﾞｺﾈｸﾀｰを
搭載したｽﾃﾚｵﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ!!

メーカー小売り希望価格
￥714,000 を

パワーアンプ M300

定格出力 330W/ch(8Ω) という
ハイパワー且つハイスピードで
瑞々しい音を堪能してみませんか？

¥198,000

ヘッドフォンアンプ FABRIZIOLO
イタリアからやって来た
最も小さなハイエンドオーディオ

USED 放出価格

¥13,800

スピーカー SC-T33

コンパクトなトールボーイながら
DENON らしい力強く豊な低域が
広がるスピーカーです。

メーカー小売り希望価格
￥37,800 を

¥15,000

¥110,000

メーカー小売り希望価格
￥550,000 を

¥238,000
パワーアンプ No.334L

癖がなく鮮明で
粒立ちのよいｻｳﾝﾄﾞ!
このヒートシンクの
デザインもカッコいいですね！

メーカー小売り希望価格
￥1,312,500 を

¥328,000

CD トランスポート DAC WADIA7/9
圧倒的な情報量を誇る
wadia のトランスポートと
DAC のセットです！
ESOTERIC P2ｓメカニズム搭載

メーカー小売り
希望価格
￥4,095,000 を

¥1,050,000

スピーカー NS-5X

NFB をかけない
無帰還パワーアンプを採用
したプリメインアンプです｡

メーカー小売り希望価格
￥99,750 を

¥28,000

管球式プリメインアンプ SERIES500
メリハリのきいた低音と
切れのある高音が魅力の
真空管プリメイン！
女性ヴォーカルにお薦めです！

USED 放出価格

今でしょ！

スピーカー DS-200Z

¥69,800

低域に 16cm コーン型
ウーファーを搭載。
上位機種の技術を継承しつつ
小型化を図った
スピーカーシステム

メーカー小売り希望価格
￥63,000 を

McIntosh 独特の厚みのある
生々しいサウンドが魅力です !!

メーカー小売り希望価格
￥286,000 を

SUMO

¥149,800

メーカー小売り希望価格
￥101,850 を

USED 放出価格

¥148,000

120KHｚまでの超高域を再生する
リボン型スーパーツイーター搭載！
ハイレゾもバッチリ！？

メーカー小売り希望価格
￥186,900 を

¥99,800

メーカー小売り希望価格
￥180,000 を

¥39,800

スピーカー BRONZE BR2
モニターオーディオの中で
人気のブロンズシリーズ、
第３世代！ユニット全般に
メタル系振動板を搭載

メーカー小売り希望価格
￥42,000 を

メーカー小売り希望価格
￥50,400 を

¥23,000

¥98,000

ツイーターから重低域の
バスユニットまでのつながりが
絶妙に設計された 2.5 ウェイ方式スピーカー。

メーカー小売り希望価格
￥294,000 を

¥138,000
スピーカー WOTANⅧ

リボンツイーターと
メタルコーンのミッド、
ウーファーが特徴的な
３ウェイスピーカーです

メーカー小売り希望価格
￥525,500 を

D/A コンバーター TUBALOG
真空管式 D/A コンバーター。
密度があり滑らかな真空管サウンド
をお楽しみください。

メーカー小売り希望価格
￥70,000 を

¥198,000

スピーカー CZ201ES

メーカー小売り希望価格
￥210,000 を

メーカー小売り希望価格
￥409,500 を

¥138,000

サブウーファーYST-SW1000
YAMAHA 独自の
YST 方式採用によって
16Hz の超低域再生を
可能にしたサブウーファーシステム。

メーカー小売り希望価格
￥157,500 を

¥23,000

¥85,000

スピーカー SC-T55SG

上位機種 CX シリーズで
高く評価された
ウーファーユニットを採用し、
しなやかで伸びのある
中･低音を再現します

¥35,000

メーカー小売り希望価格
￥92,400 を

スピーカー BT-40

全てのユニットに新開発の
「C.M.M.D.」コーン素材を採用！
自然な音のつながり感は圧巻です。

メーカー小売り希望価格
￥126,000 を

スピーカー SC-T777SA

ELAC 独自の
JETⅢツイーターを搭載し、
スピード感のある
中高音を実現しています。
モカ色のスタイリッシュな
スピーカーです !

メーカー小売り希望価格
￥126,000 を

メーカー小売り希望価格
￥294,000 を

¥45,000

メーカー小売り希望価格
￥241,500 を

¥99,800

アルミを使用した
エンクロージャーが独特の
スリムなトールボーイスピーカー。
見た目からは想像できないエネルギッシュな音です

メーカー小売り希望価格
￥302,400 を

メーカー小売り希望価格
￥577,500 を

¥180,000

サブウーファー DSW-555
LF DIRECT 回路により、
ソースに忠実で
ピュアな低音再現を
実現しています。

メーカー小売り希望価格
￥52,500 を

GEM

¥19,800

TS-208 Reference P.S.C Ver.2

アルミブロック削りだし
エンクロージャー、
高能率のリボン型
スーパートゥイーター。

メーカー小売り希望価格
￥1,680,000 を

スーパーツイーター

¥798,000

¥118,000

スピーカー 4344

スピーカー ESPEK

ネオジウムマグネットを
採用しクリアな音を実現し、
ウーファーユニットが
後部に装備され豊で
広がりのある低音を聞かせてくれます。

¥138,000
スピーカー TS5

スピーカー 4312MkⅡ
現在も続く JBL4312
シリーズの Mk2 モデル。
ダイナミックさと繊細さを
併せ持ったコントロールモニターです。

¥52,000

スピーカーFS247/MO

高域は 200kHz まで再生可能な
リボン型スーパーツイーターを搭載した
トールボーイスピーカー。

スピーカー S3500

抜群の抜けの良さ !
JBL の圧倒的な音を
堪能してください！
超お買い得です！

¥19,800

Murata の球形
SUPER TWEETER
を搭載した、
コンパクトサイズスピーカー。

スピーカー MODEL22L2

CD プレーヤー MCD7007
McIntosh の第 3 世代の
CD プレーヤーです !
メカニズムには
ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄﾍﾞｰｽを採用 !
メーカー小売り希望価格
￥390,000 を

¥29,800

スピーカー NS-20M

1983 年発売ですが、
すでにデジタルオーディオを
意識したスピーカーです！
再生周波数帯域 50Hz 〜 40000Hz ！

スピーカー S-A77TB

パワーアンプ ANDROMEDA

スピード感と
鮮度感抜群のパワーアンプ！

¥16,000

スピーカー PM-09S

リビングの薄型テレビに
ベストマッチするスリムで
スタイリッシュな
薄型スピーカーです。
専用スタンド付属。

プリアンプ C26

弾力性があり音離れのよい SFCC
18cm コーンを採用した、
コンパクトモデルスピーカーです。

¥15,000

いつ買うか？

プリメインアンプ IntegraA-927

プリアンプ C29

これぞマッキンサウンド！
ツマミ・スイッチ類の配置も
カッコいいですよ！

この他多数出品！ この機会を是非
ケーブルジャンク市等 お見逃しなく！

JBL スピーカー往年の名機！
傷等は無く超美品です。
JBL サウンドをあなたの手に。

メーカー小売り希望価格
￥1,300,000 を

¥398,000

サブウーファー HGS-10BG

スピーカーの
全高調波歪を最小限に
抑える独自の
HGS( ハイ･ゲイン･サーボ )
採用したサブウーファー。

メーカー小売り希望価格
￥262,500 を

¥79,800

プロジェクター VPL-VW200
フルデジタルビデオプロセッサー
「AVM-Ⅱ」を搭載した
ホームシアタープロジェクター。

メーカー小売り希望価格
￥1,365,000 を

¥130,000

■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

