TN-350

アナログ再生
入門機器

フォノイコライザーと USB デジタル出力を搭載。
ベルトドライブ採用の音にこだわった、アナログ
プレーヤー。鏡面仕上げの美しいキャビネットです。

アナログプレーヤー

アナログプレーヤー

DP-500M

CP-1050D

Debut Carbon

アナログプレーヤー

アナログプレーヤー

アナログプレーヤー

スピード検出にエンコーダーを採用した
ハイトルクモーターダイレクトドライブ方式の
本格派レコードプレーヤーです。

基本性能と品質にこだわった本格派マニュアル
プレーヤー。滑らかで正確な回転を制御する
「クォーツロックダイレクトドライブ方式」を採用。

カーボン製トーンアームを採用した
ベルトドライブ式アナログプレーヤー。
赤、白、黒と３色用意されたおしゃれなモデルです。

AUDIO&VISUAL
FAIR

MAXAUDIO

TD295MKⅣ

スイスの名門トーレンスのベルトドライブ式
レコードプレーヤー。クラシカルなボディは
どんなお部屋ともマッチします。

フェア特別価格

¥53,800

¥74,800

MM008ADC

AP-50

フォノイコライザー

MM/MC 対応フォノイコライザー。PC と USB で接続して
レコードの音を録音できる A/D コンバーター機能を
プラスした製品です。

SP レコードにも対応したダイレクト
ドライブ・ターンテーブル。
マニアライクなストロボ式スピード調整付き。

¥52,800

管球式プリメインアンプ

¥62,800

Ruby

女性にも人気の小型でオシャレな
真空管プリメインアンプです。
優しく暖かな音色と真空管の柔らかな灯りが
あなたを癒してくれますよ！

TX-8150

¥59,800

プリメインアンプ

A-S301

ヤマハ伝統のピュア・オーディオ設計思想
「ToP-ART] に基づくベーシックプリメインアンプ。

¥35,800

¥248,000

AV プリアンプ

プリメインアンプ

iPhone や Android 端末から USB デジタル入力が可能な
D/A コンバーター内蔵の持ち運び便利な
ポータブルヘッドフォンアンプ。

上位機種直系の透明感があり癖のない音が特徴の
D クラスプリメインアンプ。384kHz/３２bit 対応の
USB-DAC 機能も搭載。

¥29,800

OPTICON2

スピーカー

DALI の人気モデル
「IKON MK2」の後継モデルの
新商品です！
上位機種「RUBIKON」から主要な技術を
受け継いだブックシェルフスピーカーです。

¥128,000

CX-A5100

音質と臨場感をさらに進化させた
Dolby Atmos®&DTS:X 対応。
バランス接続対応 11.2ch プリアウト、
オーディオ専用バランス入力を装備！

フェア特別価格

VPL-VW515

4K 高画質モデル。4K ブルーレイディスクに採用される
HDR に対応。「立体感」「奥行き感」精細感」が増し、
細部まできれいでリアルな映像が楽しめます !

フェア特別価格

サブウーファー

NS-SW1000

パワフルなロングストローク駆動を実現する
ダブルフェライトマグネット。大口径の 30cm
ウーファーが驚異的な重低音を実現！

フェア特別価格

AV アンプ

AVR-X7200WA

「Dolby Atomos] 対応モデル。「AL32 Processing] や
「DENON LINK HD] など同社お馴染みの技術を更に
洗練し作り込んだトップモデル！

¥328,000

さらに!?

¥103,800

TD-M1

アクティブスピーカー

世界最高レベルの「正確な音」を簡単に。
192kHz/24bit までのハイレゾ音源に対応。
独自のネットワークで AirPlay を気軽に楽しめます。
TV 用スピーカーとしてもオススメです。

¥119,800

プロジェクター

VPL-VW315

4K スタンダードモデル。ネイティブ 4K パネル 0.74 型
「4K SXRD」を搭載。プル HD パネルでは表現できない
高精細かつ自然な表現が可能になり、ディテールまで
クリアに描き出します！

フェア特別価格

D-309H

イネーブルドスピーカー

手軽に Dolby Atmos システムを構築。
同軸構造で音源を一致させ一体感のある自然な
音場再生を実現させます。

¥55,900

AV アンプ

TX-RZ800

「Dolby Atomos」「DTS:X」対応モデル。
ハイレゾ再生や 4K 映像のパススルー出力も可能。
独自技術によるデジタルノイズ対策や、
スピーカードライブ力の強化で、サラウンドやハイレゾを
より高音質で楽しめます。

¥145,800

フェア特別価格

NANO-UA1a

USB-DAC 内蔵プリメイン

NANO-UA1 の上位機種として、DSD 対応による
機能向上と共に音質要素を全てゼロから見直しさらなる
高音質を目指しました。

¥86,400

フェア特別価格

4312E

スピーカー
JBL モニターの定番モデル！
JBL のサウンドを楽しみたいと
思ったらまずこれ！
30cm ウーファー、3 ウェイ。

さらに!?

¥198,000

プロジェクター

DLA-X750

新 D-ILA デバイステクノロジーによる高品位な 4K 映像。
臨場感あふれる映像美を堪能できる高画質モデル。

フェア特別価格

AV アンプ

SC-LX89

「Dolby Atomos」「DTS:X] 対応モデル。
「ダイレクトエナジー HD アンプ」や
4K 技術を採り入れた「Super Resolution] を搭載し、
音・映像共に拘り抜いたトップモデル！

¥358,000

AV アンプ

SC-LX59

「Dolby Atomos]「DTS:X] 対応モデル。
マルチチャンネル再生の理想の環境を実現する
「MCACC Pro] を搭載し、最新の多次元サラウンド音響に
高い効果を発揮します！

¥192,000

NT-503

ネットワークプレーヤー

DLNA によるハイレゾ音源の再生やインターネットラジオに
アクセスできる、DSD 11.2MHz 対応デュアルモノラル
USB DAC/ ネットワークプレーヤーです。

¥149,800
Stereo 50

オーディオシステム

古典的な風貌と最先端技術の融合！
LP レコードからスマートフォンまで再生可能。
A 級動作の美しい音色にうっとりします。

フェア特別価格
ANTIGUA

スピーカー

同社エントリークラスの
2way ブックシェルフ型スピーカー。
ステレオ再生はもちろん、
サラウンドスピーカーにも最適です！

¥82,800

プロジェクター

DLA-X550

JVC プロジェクター New モデル誕生 !! 多彩な高画質機能
を搭載した４K 時代のスタンダードモデル。

フェア特別価格

¥59,800

フォノイコライザー

MC トランス内蔵の本格的フォノイコライザー。
NF 型イコライザー回路を高音質パーツで構成し、
高 S/N 比を確保。カートリッジの消磁が出来る
アーティキュレーター機能も付いています !

フェア特別価格

Bluetooth スピーカー

CD や DVD などのソフトに
収録された音の「正確な再生」を
コンセプトに開発。
手軽に、映画館やコンサートホールの
臨場感を再現！

NS-700Series

マルチチャンネルサラウンドシステム
ピュアオーディオからシアターまで、
オールラウンドなシステム。
楽器メーカーの技術とノウハウで、
音とフォルムを磨き上げました。

V5BT

音とデザインを極限まで追求した Bluetooth スピーカー。
高音質 エレガントデザインの融合を、ぜひご堪能ください。

¥39,800

B01

スピーカー

ピュアパルプコーン紙を使用したウーファーは
深みのある中低域を再生し、熱放出機能のある
センター・ポール磁気回路は、
歪の減少とパワーハンドリングの改善、
優れた低域再生を実現しています。

OPEN 10:00▶19:00
ラジオ DJ でお馴染み

TOGGYさんと一緒に

アナログレコードを
再生してみよう

1 日 日曜日 13:00~

¥245,000

大原晴三

3日

● AIM ビル

● アクセス

火曜日 13:00〜 F ルームにて

北九州
国際
会議場

西日本総合展示場
2F
西日本
総合展示場
新館

小倉記念
病院

TEL 093-551-8828

アナログとは？

BDP-LX88

ユニヴァーサルプレーヤー

フルスペック 4K 映像に対応。
電源部、ドライブ・デジタル部、アナログオーディオ部を
それぞれ独立配置した「3 分割シャーシ構造」等、
細部にまでこだわり抜いたフラッグシップモデル！

F ルーム

3F

特設
会場

アジア太平洋インポートマート
〒802-0001
福岡県北九州市小倉北区
浅野 3 丁目 8 番 1 号

マックスオーディオ社長講演

¥165,000

TD307THMK2

5.1ch サラウンドシステム

E-200

11/1（日）2（月）3（祝）AIM

A I M ( エイム ) ビ ル

砂津港

AIM ビル

地下駐車場
P (500
台収容 )

AIM ビル

199

至 福岡

リーガロイヤル
ホテル小倉

KMM

ベスト
電気

浅野 2 丁目バス停

北九州都市高速
JR 小倉駅・モノレール小倉駅 徒歩 5 分
小倉駅北ランプ
北九州都市高速小倉駅北ランプから車で 3 分

至 門司

北九州空港から車で 30 分

JR 小倉駅

モノレール
小倉駅
アミュプラザ

駐車場：500台収容可

小倉駅バスセンター

2016 年オーディオ銘機賞受賞モデル登場！

話題のニューモデル一挙に集結！
コレット
井筒屋

アナログ専門ブース開設
小文字通り

小倉
井筒屋

■今年はアナログを中心とした、第 29 回オーディオ &ヴィジュアルフェア
■TOGGY さんと一緒にアナログレコードを再生してみよう試聴座談会！
■マックスオーディオ社長 大原晴三講演「アナログとは？」試聴会開催！往年の銘機も登場！
さらに!?
¥208,000 ■NEW モデル & 超弩級オーディオが一挙に大集結！各受賞モデルも数々登場
■ホームシアター実演体験会！話題の DOLBY ATMOS, DTS-X, 4K, 3D 体感可能！
■大好評！ USED 品 & 展示品 PRICE DOWN ！この時だけの超特別価格
■老舗レコード屋・田口商店協賛！アナログソフト大量出店！高音質 CD も！
さらに!?
¥250,000
■キソ・アコースティック NHK シニアディレクター公演マルチチャンネルデモンストレーション

チャチャ
タウン

砂津川

さらに!?

A-50DA

ヘッドホンアンプ内蔵のポータブル USB DAC。
高性能なヘッドホンアンプはあらゆるヘッドホンを
パワフルに駆動します。DSD64 から 256 までの
ネイティブ DSD デコーディングにも対応します！

Wi-Fi 対応オールインワン・ネットワーク CD レシーバー。
Hi-Fi グレードの新開発パーツの投入、サウンドチューニングで
驚くほどのリアルサウンド！ 4 色イルミネーション。Bluetooth 搭載。

アジア太平洋インポートマート

浅香通り

「Dolby Atomos」「DTS：X」対応モデル。
「YPAO 3D 測定」を装備し、シネマ DSPHD3 再生に
おける３次元立体音場の再現性を飛躍的に向上させます！

¥32,400

D/A コンバーター

uDSD

¥39,800

M-CR611

ガレリア

RX-A3050

XLR 出力端子を持ち、5.6MHｚの
DSD ネイティブ再生可能なモデル。
奇抜なデザインとシンプルな操作性が特徴。

ポータブルヘッドフォンアンプ

プロジェクター

ー
ター
アタ
ホ
シア
ムシ
ーム
ホー
AV レシーバー

HA-P50SE

USB DAC

最新の DSD5.6MHz、192kHz/32bit 対応の D/A コンバーターを
搭載し、AirPlay やインターネットラジオ等も楽しめる多機能プレーヤー。

CD レシーバー

都市モノレール

話題の

¥99,800

DNP-730RE

¥45,800

みかげ通り

¥118,000

5.6448MHz /1-Bit の高品位レコーディングで、
すでに多くのレコーディング・スタジオでも導入されて
いるコンパクトな 1U ラック・タイプのレコーダー
MR-2000S が、SSD を搭載して登場。

DS-DAC-100

倍速ダビング機能、シンクロリバースダビング機能、
2 本のテープへ同時に録音するパラレル録音機能、
連続録音 / 連続再生機能を搭載した、ダブルカセットデッキです。

紫川

コンパクトなボディからは
想像できないほどのスケール感と
圧倒的な透明感！
小さいスピーカーをお探しの方はこれで決まり！

MR-2000S-BK-SSD

¥41,800

豊富な入出力を装備し、様々な音源を CD または
カセットへ録音することができるコンビネーションレコーダーです。

ネットワークプレーヤー

新たに「Advanced HC シングルプッシュプル回路」に進化した、
DENON プリメインアンプのエントリーモデル。
定格出力 50W+50W(8Ω)

W-890RMk2

ダブルカセットデッキ

にて

CM1S2

スピーカー

レコーダー

¥41,800

PMA-390RE

プリメインアンプ

¥149,800

カセットデッキ・CD レコーダー

¥42,800

第 29 回オーディオ &ヴィジュアル展示即売会

小さい筐体でありながら入力インピーダンスの無段階調整や
入力容量・ゲイン・Subsonic フィルターなど豊富な調整
機能を備え、様々なカートリッジに対応します。

←

¥44,800

DENON 独自のアナログ波形再現技術 Alpha Processor が新たに
AL32 Processing にグレードアップされた、DENON の
CD プレーヤーエントリーモデル。

¥178,000

Phonobox RS

フォノイコライザー

←

NAS や PC 等の外部ストレージに保存した
音楽ライブラリーを LAN 経由で聴くことが出来る
ネットワーク CD プレーヤー。

¥54,800

DCD-755RE

さらに!?

MAXAUDIO

試聴座談
会

CD プレーヤー

CD-N301

CD プレーヤー

天然木突板セミグロス仕上げを採用した、美しい
キャビネットを持つアナログプレーヤー。
高級感と操作性を兼ね備えた本格的なレコードプレーヤーです。

¥89,900

エイム

ネットワーク機能によるハイレゾ再生はもちろん、
FM/AM ラジオやインターネットラジオの機能も兼ね備えている
万能型プリメインアンプです。

さらに!?

¥69,800

DP-1300MK2

アナログプレーヤー

AD-RW950

プリメインアンプ「Ruby」を上に重ねると、
ピッタリ同じ横幅！コンパクトなサイズの
スロットインメカを採用した CD プレーヤーです。

さらに!?

ネットワークレシーバー

Ruby CD

CD プレーヤー

¥49,800

AUDIO&VISUAL
FAIR

第２９回オーディオ＆ヴィジュアルフェア 今年はアナログがアツイ☜

アナログプレーヤー

■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。

