アナログ関連はもちろん！音場補正品なども！

RCA ケーブル

特選オーディオアクセサリー
MC カートリッジ

Reference 6NX-605/1.5 SPU Classic G MK2
信号導体に、6N 高純度線と
6 種異径の無酸素銅線を絶妙に組み合わせた
ハイブリッドタイプのオルトフォンの
リファレンスケーブル。

¥22,400
昇圧トランス

ST-7

内部部品はすべてオルトフォン性の
高品質な物を使用した、

全てのジャンルの音楽に対応出来る
安定したバランスの音質です。

¥79,800
フォノイコライザー

EQA-333

MC カートリッジ

MIM の内部 機構をベースに
オルトフォンが誇る最高技術 WRD と
コイルには カートリッジの
伝説となった SPU85Anniversary で
使用した金と 6N 銅の複合線「Aucurum」を
使用しています。

¥238,000
針圧計

DS-3

高音質部品を採用。

バックライトによりとても扱いやすい
精密小型デジタル針圧計です。

フォノイコライザーエントリーモデル。

¥54,800
ヘッドシェル

CS-1000

計測範囲 0.01g−200g。

¥8,280
昇圧トランス

T-300

カートリッジの発電系以外の

大型コアを採用することで、

ハーモニーを紡ぎ出す、

型物を用いずに、ジュラルミンから

低損失な極太銅線を採用することで

豊かな低音の究極とも言える

振動を排除するため、

フェーズメーションのローインピーダンス

精密な削り出し加工で作られた

¥278,000
RCA ケーブル

JPR-100

OFC を芯線とシールド線に採用。
自然でスムーズな信号伝送が
可能になり高域から低域まで

しっかりと出るようになります。

¥9,800
電源ボックス

OCB-1ST

内部配線に 6N2ｍｍ銅単線を使用し
１次２次コンセント音質の均一かを
図っている。
２P のコンセントが 6 口の
オーディオタップです。

¥12,900
インシュレーター

MO-4

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ことで
不要振動を吸収！

大型タイプの CA-4 と連結も可能。

¥15,900

DM-3

低音域のリニアリティを大きく改善。

インシュレーター
型落ち 2 セット限り

好評を博した

ダブルスパイク＆液体封入構造の

高精度なヘッドシェル。

¥15,800
スピーカーセレクター

AS-55

しっかりとした
アルミ筐体に切り替えしやすい
大型のロータリーボリュームを採用。
スピーカー端子にはバナナプラグも
使用できる金メッキタイプを使用。
最大 3 台まで接続可能なスピーカーセレクター。

¥53,900

modrate

HEM-25S

インシュレーター

不要な振動を吸収、遮断し、

機器の性能を最大限に引き出します。
フラットでクセのないサウンドへ。

¥32,800
調音材

WY-B

静けさを呼ぶ魔法の脚です。

¥15,800
SP ケーブル

nanotec-systems

お部屋の状況に合わせて

SP777WYT/2.0m

高い C/P で大きな効果が得られます。

¥2,400
バランスケーブル

PRIME XLR 1.0M

¥928,000

フォノケーブル

¥7,580
フォノケーブル

PHONO-1.2TripleC-FM
伝送上のノイズを一掃する
ファインメットビーズを搭載し、
線材に TripleC を採用。
濁りが少なく高域の抜けが良くなります。
高音質フォノケーブル。

¥215,000
調音材

AZM-G

¥42,800

電源ボックス

ES-35

¥53,900
スタビライザー

DBLP

異種金属を使用して
固有の共振を排除し
艶やかな中高域と
しっかりとした低域再生を実現する
アナログ・スタビライザーです。

¥50,800
バナナプラグ

BA-7G

リードワイヤーです。

¥3,980
RCA ケーブル

UNITY RCA 1.0M
ヨルマの上位シリーズの

明瞭な音階調と輪郭表現に優れ、

聴く者を上質な音楽空間へと誘います。

¥299,800
電源ケーブル

nanotec-systems

PS-2V

連結もできるバナナプラグです。

ケーブル径 7mm までに対応します。

¥5,100
電源ケーブル

AC LANDA CU2 1.0M
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。
プラグ部には JODELICA 製 ETP-850CU、
ETP-320CU を採用

¥169,000

オーディオボード

TAD-ZZ011-WN

¥118,000

導体にはシルバープレートされた

エントリークラスのターンテーブルの

生み出す楕円針を採用したモデル。

5N OFC を採用。

STS-300

¥19,800
ターンテーブルシート

CD スタビライザー

展示品処分

PRICE
DOWN

NCS-76

CD の中央部に貼るだけで
有機高分子ハイブリッド型制振材が
音の伸び、厚さ、繊細さを向上！
リング状シール中央部はイヤホン等の
小型機器のチューニングとして利用可能。

¥1,980

¥69,800
RCA ケーブル

SILVER-GRANSER
AC1001α/1.2m
贅沢な高純度 4 種素材を
惜しげもなく採用。
このクラスでは考えられないダイナミックで
気品さえ感じるサウンドを実感してください。

¥7,380

管球式プリメインアンプ

V110

フェア特別価格

五極管プッシュプル出力段による
プリメインアンプです。

¥920,000
プリ、パワーアンプ

Metis2,3

RS-912

上位機種の技術とデザインを受け継ぎ、

ピュアでクリーンな音を実現しています。

エントリーモデルのセパレートアンプ。

D/A コンバーター

ターンテーブルシート

バランスケーブル

厚みの異なる 2 種類のシートの
使い分けや組み合わせで違った
効果が楽しめる優れものです。

付属のテープでアーム等の振動調整も可能

¥7,880

鍛造製法にによる新導体

機器とケーブル間に挿入して、

伝送ノイズを完全除去する

ノーマルノイズの

XLR ケーブルです。

信号浄化器です。

PC-tripleC を採用し、

コモンモードノイズと

ファインメットビーズを使用した

高周波ノイズを除去する

オーディオボード

FNS-RCA

DA-06

DY-B

美しい響きを生み出します。

取り付けも簡単。

¥41,800
壁コンセント

THE SOUND SOURCE 2
ベストセラーの改良モデル。
アース端子を同一素材にし
更なる完成度を求めました。
5000 回の抜き差しテスト後の
嵌合力が 20N 以上という、
厳しい PSE の基準をクリアしています。

ANKH-IV

もちろん軽量なので

スピーカー

FS507VX-JET

DSD5.6MHｚ/PCM348ｋHz ハイレゾ対応

USB デュアルモノラル D/A コンバーター。

¥64,800

スピーカー

MINORCA
同軸ユニットのアドバンテージを
体感できる、3 ウェイ構成の

型落ち 8 セット限り

¥3,280

3.5 ウェイバスレフスピーカー。

¥980,000

中古品

PRICE
DOWN

CD プレーヤー

コンセントプラグ

ブックシェルフスピーカー。

¥123,800
デジタルヴォイシングイコライザー

DG-28

超高速 DSP とデジタル信号処理で音場補正を整える

優れもの。どんな部屋でも響きと空間表現が激変です！

¥187,500

CD トランスポート

X-50W VUK

ETP-R850CU

新品アナログディスクに記録された情報を

wadia 社製の DAC を搭載し、P-0 の思想を受け継ぐ

銅ゆえの自然さが魅力の

「ノンフローティングＶＲＤＳリジットメカ」を

L 型コンセントプラグです。

¥9,180

日本音響エンジニアリング

ANKH-V

調音材

すべて引き出します。

¥1,480
電源ケーブル

エネルギーによって起こる振動が
原因の位相の乱れや歪みを防ぐ

¥20,800

室内音響性能に大きく影響する、

ANKH シリーズの
天井コーナータイプです。

ZYX

フェア特別価格
MC カートリッジ

R50-BLOOM

Z【時間）、Y【振幅）、X【周波数）を
整えるという意味のメーカー ZYX。
解像度も高く MC カートリッジの
入門機として最適です。

¥56,800

接点部には高純度ロジウムメッキを採用し、
特太 3.5 スケア 2 芯シールド仕様の
2P-2P コネクタータイプの
電源ケーブルです。

¥18,800

プリメインアンプ

管球式プリメインアンプ

したシンプルな構成は、濃密な音を聴かせてくれます。

¥388,000

VP-20 Aniv.

TRIODE20 周年を記念して発売された

１２０台限定モデル。オール３極管の魅力が存分に
楽しめます。

¥189,000

¥318,000

PHONO3

自由度の高い薄型オーディオボードです。

¥19,000

フォノケーブル

電源ボックス

ZPS-6000

6NTW6060Meister /1.5m
究極の純度を持つ高価な
8NCu を中心に、

高純度素材 4 種を黄金比で

ハイブリッドした新導体を採用した、

ZONOTONE プレミアムフォノケーブルです。

¥19,800

剛性度が高く振動に強い
アルミダイキャストを採用することで、
目覚ましい高 S/N を獲得。
パーツの一つ一つにいたるまで
矜持と工夫と精緻さを実感していただけます。

¥112,800

管球式プリメインアンプ

管球式プリメイン

I2A3

II-Classic Integrated
出力管に KT66 を使用した、オールドスタイルで
魅力的な音とデザインが多くの人を魅了する
プリメインアンプです。

¥548,000

AV アンプ

フォノイコライザー

2A3 の魅力を存分に味わえる管球式プリメインアンプ。
シックなデザインとシルキーサウンドに包まれてみては
いかがでしょうか？

¥228,000

AV アンプ

SC-LX88

AV アンプ

TX-NR3030

SPA23

カスタムメイド電源トランスや高品位な

Dolby Atmos に対応したスピーカーシステムをはじめ、

最大で 7.2.4ch のスピーカー接続による DOLBY ATMOS

PRIMARE 独自の超高速 ClassD アンプ回路「UFPD」

フォノイコライザーです。

14 パターンもの設定可能！

ONKYO のハイエンドシリーズ。

ハイエンド AV アンプです。

電解コンデンサーなどパーツにこだわった

バイアンプやゾーンなど、用途や目的に合わせて

¥298,000
電源ケーブル

¥200,000
SP ケーブル

C1-PC-4FT

の再生を可能にする 11ch 分ののアンプを搭載した

¥200,000

と理想的な電源を供給する「PFC」を採用した、

¥548,000

プロジェクター

C2-SP-8FT

天井と壁が取り合うコーナーの問題を

クリアするために誕生した調音材です。

フェア特別価格

COLD RAY

FRACTAL7

Copper シリーズ最高峰モデルの電源ケーブル。

Copper シリーズならではの自然な響きと

トップモデルならではの高い S/N 感をもたらします。

心地よい NVS ミドルクラスのスピーカーケーブル。

「超重比重特殊金属パウダー」によりシリーズ

¥270,000

アクティブスピーカー

特殊金属パウダーが生み出す静けさが

¥298,000
サブウーファー

AM50

AW-1

プロジェクター

LVP-HC9000

DLA-X700R

PC 等のデスクトップオーディオに最適！
USB 入力装備のコンパクトサイズ
アクティヴスピーカー。

¥39,800

ユニヴァーサルプレーヤー

DX-5

オーディオとビデオのあらゆるデジタル・メディアを
Ayre ならではの優れた音質と映像によって再生し、
ホームシアターに驚異的なリアリティをもたらすユニークな
ユニヴァーサル・デジタル・プレーヤーです。

¥598,000

CD プレーヤー

CD1

新 D-ILA デバイス搭載 e-shift3 テクノロジーによる
高品位な 4K 映像に高ネイティブコントラスト
120,000：1 を実現 。フィルムや 4K マスターの
表現領域にまた一歩近付いたフラグシップモデルです！

¥648,000

スピーカー ( スタンド付き )

BS-314/LS65IIHB

最大 120,000：1 の高ｺﾝﾄﾗｽﾄで深みのある黒色を再現
BD3D や 3D 放送にも対応 美しい色彩はまさに芸術的。

¥198,000

AIWA

消磁機

AX-W1

好評を博した 330 の直系モデル。

2 つに分けたスーパーウーハー。

ユニット、ネットワーク、

低音はシアターシステムを

ELAC ならではの技術が

デザインも良く締まりのある

エンクロージャーすべてに

ワンランク上げてくれます！

投入され生まれた代表作。

¥69,800

ユニヴァーサルプレーヤーの上級モデル 。
ブルーレイ３D ソフト再生対応です。

¥52,800

CD プレーヤー

エージングが可能な装置です。

¥34,800
SACD プレーヤー

SACD プレーヤー

AZUR751BD

イギリスの Cambridge Audio の

1 台で音楽信号の入口から出口まで一気に消磁と

¥598,000

ユニヴァーサルプレーヤー

DCD-SA10

高品位 SA-CD ドライブを新規に設計、
回転体から発生する振動や外部から受ける
機械振動の影響を極小に抑え、極めて純度の高い
ディジタル信号の読み取りを可能にしています。

¥89,800

プリメインアンプ

AZUR851C

最上位 CD トランスポート

電解タフピッチ銅を採用。

音響散乱技術を用いた、

邪魔な物質を一掃します。

電源ケーブル

6N2P3.5
BLUEPOWER1.5m

INTEGRATED 3

CODA

採用したモデル。

¥298,000
プリアンプ

Blu の性能をそのままに、

操作パネルをシンプル化した

日本オリジナル・バージョンです。

¥339,000

パワーアンプ

PRA-2000ZR

MODEL 2

SYLVAN で培った

有害となる離型剤などの

¥20,800

低音域の改善と情報量の向上を実現した、

フローティング支持を採用。

IPA-100R

DCD-SA1

4 層底板構造や鋳鉄インシュレーター、

基板の防振設計など徹底した振動抑制構造に
こだわってます。

¥158,000

管球式プリメインアンプ

II-Classic Integrated

CHORD Choral シリーズの

ベリリウム銅、リン青銅ではなく、

調音材

¥19,800

採用することにより、

インシュレーターによる

インシュレーターです。

オーディオボード

SUB-HC50W
鋳鉄粉入りハニカムコアを

棚板の支持は、スパイクタイプの

アンプ部分とウーハー部分を

導体（刃と刃受け）に真鍮、

¥22,800

超高純度 6NCu を中心に
新 4 種ハイブリッドの
オリジナル導体を、さらに
ダブルシールド構造で仕上げることで
圧倒的なエネルギー感を実現しました。

UD-501

トールボーイ型

調音材

サイズが効果を発揮！

配置しメカニックダイオード構造を形成。

¥218,000

VX-JET ドライバーを搭載。

¥32,900

ダイヤモンド・フォーメーションに

LUXMAN のハイレゾ対応モデル USB DAC。
ネイティブＤＳＤにも対応しています！
PCM で最大 384kHz32bit、DSD で最大 5.64MHz
1bit まで再生可能！

点音源で放射する

横 430mm 縦 430mm の

インシュレーターを

バランスケーブル

6NAC Granster3000α
1mXLR

7 オクターブの帯域を

KRYNA の吸音材の大型タイプ。

ボードの間に、自社の定評ある

D/A コンバーター

支柱に鋳鉄粉を封入し、

効果を発揮する画期的な

¥24,800

ラック

CSR-3S-L

アナログレコードの世界でも活躍！

マルチノイズサプレッサー

¥168,000

¥700,000

ハイカーボン鋳鉄を使用し、
音域での音質改善に

左右チャンネル専用のレギュレーターと

コンパクトサイズに収めた GOLDMUND

インシュレーター

TITE-35S

低音域から高音域まで全ての

パワーアンプの Power3 をベースにプリ機能を追加

110W 2（4Ω）出力を誇る真空管

電源部から左右独立の完全デュアルモノ設計で、

フェア特別価格

新開発・鋳鉄粉入り
ハニカムコアを中心に
高密度木質ボードと
表面材・裏面材のサンドウィッチ構造に
特殊コーティングを施すことで、
振動減衰性能が格段に向上しました。

KT120 を使用した

C-02

チャンネル間での相互干渉を徹底的に排除することで、

制振設計のスタビライザーです。

XLR-1.0Triple-C-FM

PL-TB

アルミと鋳鉄の HYBRID がそれぞれの
特長を最大限に活かし、
TAOC が培ってきた制振技術が随所に
施されラック内外の振動を効率よく
吸収・調整したラックです。

プリアンプ

fo.Q 独自の制振材が

大好評な調音材

NFA 構造を採用。

¥63,800

スタビライザー

振動や周囲からの振動を軽減する

フェア特別価格

A-1

AUP5-2/2.0

¥32,800

プレーヤー本体からの

外来ノイズを低減してくれます。

DS-25M

グレードアップに貢献します。

バランスケーブルです。

オーディオボード

SCB-RS-HC50G

展示品 1 台限り

非磁性メタルの 3 層構造を採用し、

電磁波吸収マットにより、

日本音響エンジニアリング

大音量時に瞬時にかかる
フィンランドバーチ積層板を採用した、
ウェルフロート構造を最大限引出し、
歪みのない音を実現するオーディオ専用ボード。

広帯域かつ、ダイナミックなサウンドを

nanotec-systems

レコードクリーニング液
新品のアナログディスク再生で

¥23,800

RCA プラグを採用することで

バランスケーブル

FDS XLR 3FT
特徴とする NVS のエントリーモデルの

Reference Audio 40/1.0 G2100-MM
優れた接触性を確保。

フェア特別価格

高 S/N と暖かく低重心な音を

IM カートリッジ

ラック

ASR-3S-MB

型落ち 3 台限り

YAMAHA 独自の
音響技術から誕生した
調音パネル。
良い音には
良い機器と良い響きが
必要です。

上位機種にも共通する

¥6,900

RCA ケーブル

漆で丁寧に仕上げられた二枚の

ピストル型の形状で

上下 2 箇所のビスで強固に固定します。

スタンダード電源ケーブルです。

¥6,580

¥46,800

ケーブルの締め付けは

音の広がりを作り出します。

含浸した、ナノテックの

ハードメープル材は楽器の
震動モードに非常にマッチしており、
倍音成分や余韻を急激に抑える事無く
自然な形で震動を減少させてくれます。

最大限に発揮させます。

３P ４口の高品位電源ボックス。

DIN-RCA タイプのフォノケーブルです。

CD の表面の凸凹が
滑らかに均一化され、光沢が出てきます。
透過率が向上し本来のレーザー光線の
本来の反射領率となり音質改善につながります。

使いやすさを追求したヘッドシェル。

微細な振動や電磁波などの

簡単接続。

ケーブルを用いた、

オーディオボード

音が特徴的で高い評価を得ている

高音域に透明感があり、煌びやかな

フォノイコライザーの性能を

OFC 線を使用した

8：3 に混合した

AC-L1M

プラス 3mm ま で調整可能な

ラテラル調整、端子より全長を

カーボンファイバーと

六角レンチで締めるだけの

ナノコロイド液を 3 芯 OFC 線に

白金ナノ水溶液

構成は純銀線、銀メッキ線のみで

¥5,380

ACP-2

リードワイヤー

LW-800S

付属の六角レンチにより、

バランス伝送型のフォノケーブルにより

内部配線にはこだわりの

金 + 銀のコロイド液を塗布・含浸した

PSD-6/30

フォノケーブル

仕上げた綺麗な Y ラグです。

微細信号伝送に最適な

¥23,000

CC-1000D

ループレスシャーシ構造。

スピーカーケーブルの理想を実現。

¥55,800

¥282,000

独自の３層シャーシを使用した

3 倍濃度の金と銀を

（ロジウムメッキ）を採用。

入力 3 系統、バイパス、
ロー・ハイインピーダンスの切替を装備。
SPU から最新のカートリッジの性能を
最大限まで引き出すことが可能です。

削り出しと 24K 金メッキで

独自の技術で開発した

Y 端子には FURUTECH 社製 FP-201

ATH-2REFERENCE

端子部をすべて真鍮無垢材の

プラスとマイナスをセパレートした
インディペンデント構造を持つ、

昇圧トランス

アースループを発生させない

血統を受け継いだミドルモデル。

ハイエンドケーブルの代表モデル。

PH-2S

JPY-10

ピラミッド形状が有効な

セッティングを工夫すれば

nanotec-systems

Y ラグ

拡散タイプの調音材。

気持ちの良い音楽を再現。

小型機器の使用に最適！

¥42,800

使うことでさらなる効果を発揮する

吸音タイプの調音材。

透明感・空気感がこの上なく

推奨 7kg/1 個の荷重で

高音質を実現しています。

WATAYUKI と組み合わせて

JORMA 最高峰のバランスケーブル！

D-PROP の 1/3 サイズ。

¥61,800

伝送ロスを極力減らし

全帯域に渡り躍動感あふれる

手軽に取り付けができる

カップとスパイクの

今なおオルトフォンの
MC カートリッジ を
代表するモデルとして名高い
MC20 シリーズ。
発電コイルには高純度銅をコイルに採用しており、
またカンチレバーには無垢ダイヤモンドの
ファインライン針を使用。

ヘッドシェル

LH4000

QED 独自の「Analoc」システムの

大きい文字盤と

鮮度の高い中高音と

MC カーットリッジのフラッグシップモデルです。

MC カートリッジ

MC Q20

オーディオ部品はすべて

省資源化したオルトフォンの

¥28,800

PP-1000

中高域の質感、低域の程よい量感、

外装部品は品位を損なう事なく

コストパフォーマンスの高い
昇圧トランスです。

オルトフォン MC カートリッジの原型。

MC カートリッジ

Cadenza Black

調音パネル

DENON 独自の無帰還回路技術を駆使し、

高品位ハイクオリティ伝送を実現しています。

¥29,800

¥25,800

ステレオパワーアンプです。75Ｗ+75Ｗ（8Ω）

¥298,000

サブウーファー

ディフューザー

コンポーネントの様々な
部分における定在波や不要な
振動の形成を低減するために
音波伝達の微細構造に作用し、
音響スピーカーや他のオーディオ機器に対して
プラスの効果をもたらします。

航空機グレードのハードアルミ材を採用した

スイングアームメカ搭載で、音質は柔らかく、

アナログに近いサウンドを楽しめるＣＤプレーヤーです。

¥59,800

多彩なデジタル入力を装備し D/A コンバーターや
デジタルプリアンプとしての使用も可能です。

¥80,000

パワーアンプ

パワーアンプ部の回路は Mimesis18.4ME でも使われ
ている JOB サーキットモジュールを搭載しており、
コンパクトな外観に似合わず実効出力は
200W（2 〜 8Ω）と高出力を実現。

¥398,000
D-309E

¥189,000
チューナー

MC20

ＬＹＲＵＳアンプテクノロジーを搭載した

超低歪クラスＤステレオパワーアンプ。400Ｗ/CH

¥298,000

スピーカー Acoustik Lab

YST-SW1000L

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。
MOS-FET を片チャンネル 4 個ずつ使用した
2 パラレル・プッシュプル構成。

パワーアンプ

MIMESIS SR 250ME

サブウーファー

SX-DW75

CD プレーヤーとしてだけでなく、

TunerBox S

30 ㎝口径のサブウーファー。密閉式でスピード感
のある重低音が魅力的です。

¥120,000

空気そのものを振動板として利用する

「エアウーファー」の考え方に基づいて作られた
大型ウーファーです。

￥49,800

ピアノブラックの綺麗な

デザインで場所をとらない

細身のトールボーイスピーカーです。

¥39,800

管球式ヘッドアンプ

SRM-006t

デザインがカッコイイ！

終段は真空管を採用し、

イヤースピーカーを駆動する

高音質な FM ラジオを楽しみませんか？

豊かな音楽性に溢れた再生ができます。

¥12,000

¥34,800

スピーカー

NS-1000M
愛用されるものを創ろうという

¥50,000

¥348,000

初段にローノイズ FET を採用。

Bolero Piccolo

ブックシェルフスピーカーです。

高いサウンド再生を追求したプリメインアンプです。

スタイリッシュで機能美あふれる

スピーカー

12.5ｃｍのコーン型ウーファーを搭載した

卓越した設計思想と、しなやかで解像度の

オーストリアの小型チューナー。

永くリファレンスとして
最大出力 600w(2Ω）のハイパワー、

ＱＵＡＤⅡＭＯＮＯＰＯＷＥＲＡＭＰの

基本思想のもと、ベリリウム振動板
などのヤマハ独自の技術を投入して
開発されたスピーカーシステム。

¥64,800

スピーカー

Sentry500SBV
能率 96db の高性能スピーカー！

「CD ホーン」と「ヴェンテッドボックス」の

コンビネーションは驚くほどの鳴りっぷりです！

¥129,800

■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。

