長崎にて初開催 世界のオーディオが一挙に集結 ３日間限りの展示即売会

本物の音を

堪能する︒

800Series 802D3

8 月11日（祝）12 日（土）13 日（日）

2017 年

長崎新聞文化ホール・アストピア 3F 特設会場
8/11,12 開場 10:00〜19:00 8/13 開場 10:0〜17:00

この３日間限りの展示即売会西九州ハイエンドオーディオフェア長崎にて初開催！

長崎新聞文化
ホール・アストピア

アクセスmap

〒852-8104 長崎市茂里町 3-1
TEL (095) 844-2412
電
車：茂 里 町 電 停 か ら 徒 歩 ２ 分
Ｊ
Ｒ ：浦 上 駅 から徒 歩３分
バ
ス：茂 里 町 バ ス 停 か ら 徒 歩 ２ 分
タクシ ー ：長 崎 駅 から５分
航
空：長 崎 空 港 か ら 車 で ６０ 分
駐 車 場 有（ ５０ 台 収 容 ）

オーディオ評論家

浦 上 川

ブリックホール
●ハートセンター ●

長崎駅

●NCC 長崎文化放送 ●長崎原爆病院

長崎新聞社
ココ 長崎新聞文化ホール
アストピア

浦上駅

長崎バス茂里町車庫

茂里町電停

浦上駅前電停

話題のハイエンドオーディオを斬る！

小原由夫先生 来場講演 12 日 ( 土 )15:00〜 A ルームにて
NR-7CD

ネットワーク CD プリメインアンプ

CD はもちろん、最新のフォーマットの再生も可能な
オールインワンモデル。左右のパワーメーターが美しく、
筐体内部にも拘りの設計がなされています。
オープンプライス

会場特別価格

¥418,000

SACD プレーヤー

CD-S3000

専用設計ヤマハオリジナルのドライブメカ「オプティマイ
ズド・ハイプレシジョン・リジッド CD メカニズム」を
搭載。USB 入力に対応し、DSD5.6MHz と PCM192kHz
/24bit の音源再生可能。
メーカー小売希望価格

¥464,400

会場特別価格

SACD プレーヤー

DCD-SX1

新開発されたオリジナル・ドライブ・メカニズム「Advan
ced S.V.H. Mechanism」搭載。更にドライブ・メカニズム
を支えるアルミ砂型鋳物ベースなど、入念な振動対策を
行っています。
メーカー小売希望価格

¥594,000

会場特別価格

SACD トランスポート

P-05X

ブランド生誕 30 周年となる 2017 年。この記念すべき
アニバーサリーイヤーに生まれたのは、10 年のロングラン
を達成した銘機 P-05/D-05 の系譜を継ぐ、
P-05X/D-05X。
メーカー小売希望価格

¥756,000

会場特別価格

C-900u

プリアンプ

ラックスマンオリジナルのヴォリューム機構「LEQUA100」
を搭載。音質を犠牲にすることなく、音量の調節が可能。
メーカー小売希望価格

¥1,188,000

会場特別価格

SACD トランスポート

DP-950

ディスクを読み取る為に必要な制振性や高剛性、高制度
等を極限まで追求。優美なディスクトレイと静寂でスムー
ズなローディング機構となった。
メーカー小売希望価格

¥1,296,000

会場特別価格

アナログプレーヤー

PD-171A

アームの付け変え可能な、ラックスマンのベルトドライブ
式アナログプレーヤー。高級感があり操作性も良く、上質
なレコード盤の再生をします。
メーカー小売希望価格

¥534,600

会場特別価格

プリメインアンプ

A-S3000

ヤマハ流の緻密さと、それにも増して大きな音楽への愛が
貫かれた、ヤマハプリメインアンプの最上位モデルです。
メーカー小売希望価格

¥507,600

会場特別価格

プリメインアンプ

PMA-SX1

全段バランスアンプ構成のデノンフラグシップモデル。
濃密な音楽表現が可能となりました。CR 型の高品質な
フォノイコライザー内蔵。
メーカー小売希望価格

¥626,400

会場特別価格

D/A コンバーター

D-05X

P-02X/D-02X の開発成果を余すところ無く受け継ぎ、
次なる３０年のスタートに相応しい、ハイエンドオーディ
オの新しいマイルストーンの誕生です。
メーカー小売希望価格

¥756,000

会場特別価格

M-900u

パワーアンプ

高い S/N 比と屈強なパワーを合わせ持つラックスマンの
トップエンドモデル持つ。復活したフロントパネルのパ
ワーメータが、高級感を演出します。
メーカー小売希望価格

¥1,188,000

会場特別価格

D/A コンバーター

DC-950

ESS 社製「32bit アドバンスドハイパーストリーム DAC」
を採用。性能、音質を極めた超ド級のデジタルプロセッサー
です。
メーカー小売希望価格

¥1,296,000

会場特別価格

Luminous84

管球式プリメインアンプ

6BQ5 菅をプッシュプルで使用した、シンプルな管球式
プリメインアンプ。MM フォノイコライザー内蔵で、
レコードの再生も可能。
メーカー小売希望価格

¥138,240

会場特別価格

TRX-M300

管球式モノラルパワーアンプ

300B シングル
モノラルパワーアンプです。
ウェスタンエレクトリック
WE91 回路を基本にトライオード
独自の改良を加え、三極管の
リファレンスとして設計されました。
NFB は採用せず、純粋な三極管の
特性をご堪能頂けます
メーカー小売希望価格

¥950,400

会場特別価格

SACD プレーヤー

SA-10

マランツオリジナルのディスクリート D/A コンバーター
「Marantz Musical Mastering」を搭載。一般的な IC チッ
プによる DAC を用いずに、すべての処理をオリジナルの
アルゴリズムおよび回路で行うことにより、理想的なサウ
ンドを実現することができました。
メーカー小売希望価格

¥648,000

会場特別価格

クロックジェネレーター

G-02X

10MHz 正弦波クロック専用端子 4 系統を含む最大 8 台の
機器にクロックを供給。端子ごとに出力 ON/OFF を切り
替えできます。
メーカー小売希望価格

¥486,000
クリーン電源

会場特別価格

ES-1200

ラックスマン初のクリーン電源システム。内部に記録した
デジタル基準波形と入力された基準波形を比較し、理想的
なサイン波となるように補正。
メーカー小売希望価格

¥626,400
プリアンプ

会場特別価格

C-3850

ピュアで素直な音質と高級感ある筐体の、アキュフェーズ
のエントリークラスのプリメインアンプ。大型スピーカー
をも軽々と駆動します。会場でその音と姿をご覧ください。
メーカー小売希望価格

¥432,000

メーカー小売希望価格

会場特別価格

会場特別価格

アナログプレーヤー

TN-570

キャビネットに大理石を使用し、和紙のターンテーブル
シートと美しい仕上がりのアナログプレーヤー。フォノ
イコライザー内蔵でデジタル出力にも対応しています。
オープンプライス

会場特別価格

￥116,800

PM-10

プリメインアンプ

ハイスピードアンプモジュール「HDAM®」や電流帰還型
回路を用いたフルバランス回路を投入。大出力と圧倒的な
スピーカー駆動力を手に入れました。
メーカー小売希望価格

￥648,000

会場特別価格

SACD プレーヤー

TAD-D600

常識を超越した TAD 独自の視点から創りだされたコアテ
クノロジー「超高 C/N マスタークロック UPCG」が比類
のない正確な D/A 変換性能を実現。
メーカー小売希望価格

¥2,700,000

スピーカー

会場特別価格

TD510ZMK2

音楽を構成する
あらゆる音を極限まで突き詰め
音楽の魅力を余すことなく堪能できる
10cm フルレンジスピーカー。
スタンド一体化構造とし、
音像の明確化と設置性の向上に
欠かせない角度調整機能も装備。
メーカー小売希望価格

¥518,400

スピーカー

前作より内容を一新。アキュフェーズ最新のヴォリューム
機構「Balanced AAVA」を搭載。音質劣化やノイズのの
影響を受けにくく音楽の深い表現力と感動を与えてくれます。

¥1,944,000

E-370

プリメインアンプ

メーカー小売希望価格

¥1,296,000

会場特別価格

EPICON6

テーマは
「Crystal Clear Sound」
見通しが良く
透明感のある明瞭な音を
美しく仕上げられ
エンクロージャーと共に
お楽しみください。

会場特別価格

アナログプレーヤー

DP-1300MKⅡ

木目のキャビネットが美しい、
デノンのダイレクトドライブ方式
アナログプレーヤー。

メーカー小売希望価格

¥216,000

スピーカー

会場特別価格

BEERHOVEN CG SE

壮大なスケール感、繊細な音楽表現、
自然な再生音にさらなる磨きをかけ、
生まれ変わったコンサートグランド
シリーズ最上位モデル。
ベートーヴェンの名を冠するにふ
さわしいモデルとなっています。

メーカー小売希望価格

¥1,296,000

会場特別価格

No.519

オーディオプレーヤー

あらゆる音楽ソースに対応したマークレビンソンのオーディ
オプレーヤー。CD や 6 系統のデジタル入力に加え、USB
マスストレージ、Wi-Fi、Bluetooth との接続にも対応。
メーカー小売希望価格

¥2,322,000

会場特別価格

プリメインアンプ

TAD-C600

フルバランス回路とデュアルモノコンストラクション構造
による左右対称設計が導き出す理想のステレオ伝送を実現。
メーカー小売希望価格

¥3,240,000

会場特別価格
Kensington GR

スピーカー

アルニコマグネットを使用した
伝統のプレステージシーリーズ
ケンジントン GR。
高貴な英国の風が
あなたの音楽ライフの
見識を広げます。
メーカー小売希望価格

¥2,052,000

会場特別価格

TAD-CE1

スピーカー

バーチプライウッド（樺合板）の
ブレースと、MDF のパネルとの
組み合わせにより高い強度と
制振性を実現。さらに、
「Bi-DirectionalADS ポート」には 1
0mm 厚の硬質アルミサイドパネルを採用。
メーカー小売希望価格

¥1,728,000

会場特別価格

Ruby

管球式プリメインアンプ
非常に小さな筐体の
可愛らしい管球式アンプ。
リビングや寝室などに
真空管のあかりを
灯して見ませんか？
メーカー小売希望価格

¥81,000

会場特別価格

805D3

スピーカー
スタジオクオリティが
このサイズで実現できるのは
805 の他には数少ない
と言えるでしょう。
様々な最新技術を投入した、
800Series の小型スピーカー。
メーカー小売希望価格

¥993,600

会場特別価格

No.523

プリアンプ

進化するデジタルの世界と深奥なアナログの世界、それぞ
れに広がるすべての感動を楽しめるマークレビンソンの
デュアルモノラル・プリアンプの登場です。
メーカー小売希望価格

¥2,322,000

会場特別価格
A-250

モノラルパワーアンプ

高 S/N 比により圧倒的な静寂性を実現。大型スピーカー
を鳴らしきる駆動力を持つ A 級パワーアンプ。
メーカー小売希望価格

¥2,700,000

会場特別価格

4367WX

スピーカー

JBL 伝統の 15 インチ
（38cm）径ウーファーを搭載 .
さらに、独自の HDI 技術を用いた
X ウェーブガイド・ホーンを搭載
することで、鮮明なサウンドと優れた
音響バランスを生み出します。
メーカー小売希望価格

¥1,555,200

会場特別価格

NS-5000

スピーカー
次世代の技術を集結した
ヤマハのスピーカー。
ノンカラーレーション
ワイドレンジ
全帯域に渡る一貫した
音色。そして
圧倒的な低歪みを実現しました。
メーカー小売希望価格

¥1,620,000

会場特別価格

■お支払い回数は各種お選び頂けます。■会場にて便利で簡単なクレジットのお手続きも出来ます。■表示価格は全て消費税込です。■提携ローン会社セディナ

