
第35回オーディオ＆ヴィジュアルフェアー

主催（株）マックスオーディオ 小倉本店  北九州市小倉北区清水2-10-15  ☎ 093-591-0469  kokura@maxaudio.co.jp
福岡店     福岡市中央区草香江1-9-12       ☎ 092-734-6789  fukuoka@maxaudio.co.jp

西日本最大級オーディオ展示即売会

10:00̃18:00入場無料
アジア太平洋インポートマートAIM 3F特設会場

〒802-0001
北九州市小倉北区浅野3丁目8番 1号
〒802-0001
北九州市小倉北区浅野3丁目8番 1号

地下駐車場：500台収容可地下駐車場：500台収容可
・JR小倉駅・モノレール小倉駅 徒歩 5分
・北九州都市高速小倉駅北ランプから 車で 3分
・北九州空港から 車で 30分

アジア太平洋インポートマートアジア太平洋インポートマート

話題の最新モデルが数多く発表された 2021 年の秋。フェア会場へ堂々登場！
オーディオ評論家 傅 信幸先生 ２日間 講演試聴会 27日 28日A,B,C,Dルームにて
大好評USED コーナー！フェア限定特別価格で放出！売り切れ御免、早い者勝ち！
 『季刊・オーディオアクセサリー』誌 オーディオ銘機賞「三賞」受賞モデル多数出品
フェア会場からライブ中継！YouTube チャンネル「オーディオ変ドリクス」にて配信

会場入口付近で受付をお願いいたします
注意事項
 ・社会的距離の保持をお願いいたします。
 ・できるだけ小さな声での会話をお願いいたします。
 ・入場制限を設ける場合があります。

1. マスクの着用
2. 署名（氏名・住所・電話番号）
3. 検温（37.5 度以下）
4. 手のアルコール消毒
5. 注意事項説明
6. 項目クリアの目印（黄色いリボン）の着用 ▶条件を満たさない場合入場できません。　▶黄色いリボンのない方は入場できません。

コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください

傅信幸オーディオ評論家

氏
講演試聴会 ライブ配信

YouTubeチャンネル「オーディオ変ドリクス」にて配信！

オーディオ銘機賞
受賞モデル登場
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高音質ソフト
中古レコード出品中

あさの汐風公園あさの汐風公園

小倉記念病院小倉記念病院

西日本総合展示場西日本総合展示場 北九州国際会議場北九州国際会議場

小倉港旅客線
ターミナル
小倉港旅客線
ターミナル

小倉ベイホテル第一小倉ベイホテル第一あるある City 小倉店あるある City 小倉店

リーガロイヤルホテルリーガロイヤルホテル

JR 小倉駅JR 小倉駅

JR 九州ホテル小倉JR 九州ホテル小倉

KMM
ビル
KMM
ビル

浅野二丁目浅野二丁目

浅野三丁目浅野三丁目
小倉駅（新幹線口）小倉駅（新幹線口）

浅野一丁目浅野一丁目

砂津大橋西砂津大橋西

国際会議場入り口国際会議場入り口

■お支払い回数は各種お選びいただけます。 ■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。 ■銀行印をお持ちください。 ※商品の画像はイメージです。表示価格は全て消費税 10% の価格です。スピーカーは 2 本 1 組の価格です。

フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥278,300
メーカー希望小売価格税込

¥278,300

フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥528,000
メーカー希望小売価格税込

¥528,000 フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥990,000
メーカー希望小売価格税込

¥990,000 フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥1,122,000
メーカー希望小売価格税込

¥1,122,000

フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥393,800
メーカー希望小売価格税込

¥393,800 フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥327,800
メーカー希望小売価格税込

¥327,800 フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥327,800
メーカー希望小売価格税込

¥327,800

フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥308,000
メーカー希望小売価格税込

¥308,000 フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥55,000
メーカー希望小売価格税込

¥55,000 フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥129,800
メーカー希望小売価格税込

¥129,800 フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥308,000
メーカー希望小売価格税込

¥308,000

フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥385,000
メーカー希望小売価格税込

¥385,000 フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥704,000
メーカー希望小売価格税込

¥704,000 フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥242,000
メーカー希望小売価格税込

¥242,000 フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥143,000
メーカー希望小売価格税込

¥143,000

フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥176,000
メーカー希望小売価格税込

¥176,000 フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥286,000
メーカー希望小売価格税込

¥286,000 ¥45,000メーカー希望小売価格税込

¥66,000
メーカー希望小売価格税込

¥66,000 ¥77,000会場３台限り 4ペア会場在庫あり！

メーカー希望小売価格税込

¥110,000
メーカー希望小売価格税込

¥110,000
メーカー希望小売価格税込

¥231,000
メーカー希望小売価格税込

¥231,000
メーカー希望小売価格税込

¥484,000
メーカー希望小売価格税込

¥484,000

フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥275,000
メーカー希望小売価格税込

¥275,000 フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥396,000
メーカー希望小売価格税込

¥396,000 フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥110,000
メーカー希望小売価格税込

¥110,000 フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥385,000
メーカー希望小売価格税込

¥385,000 フェア特別価格

フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥748,000
メーカー希望小売価格税込

¥748,000 フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥418,000
メーカー希望小売価格税込

¥418,000 フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥275,000
メーカー希望小売価格税込

¥275,000 フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥209,000
メーカー希望小売価格税込

¥209,000 フェア特別価格

フェア特別価格会場価格ご期待 メーカー希望小売価格税込

¥2,750,000
メーカー希望小売価格税込

¥2,750,000

フェア特別価格フェア特別価格

メーカー希望小売価格税込
702S2/B ¥693,000
メーカー希望小売価格税込
702S2/B ¥693,000

703S2/B ¥528,000
706S2/B ¥269,500
703S2/B ¥528,000
706S2/B ¥269,500

HTM71S2/B ¥192,500
DB4S/B ¥330,000
HTM71S2/B ¥192,500
DB4S/B ¥330,000

メーカー希望小売価格税込

¥1,250,000
メーカー希望小売価格税込

¥1,250,000フェア特別価格 チャンネル登録価格メーカー希望小売価格税込

¥330,000
メーカー希望小売価格税込

¥330,000

フェア特別価格メーカー希望小売価格税込

¥96,800
メーカー希望小売価格税込

¥96,800
メーカー希望小売価格税込

¥103,400
メーカー希望小売価格税込

¥103,400

シングル１本

ペア２本木箱付

クアッド4本木箱付

会場価格ご期待

¥66,000

フェア特別価格¥253,000

フェア特別価格¥253,000

¥1,100,000

プリメインアンププリメインアンプ

プリメインアンププリメインアンプ
プリメインアンププリメインアンプ スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）

CDプレーヤーCDプレーヤー

CDプレーヤーCDプレーヤー

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）

スピーカースピーカー

AVレシーバーAVレシーバー AVレシーバーAVレシーバー

プロジェクタープロジェクター
プロジェクタープロジェクター

プロジェクタープロジェクター
プロジェクタープロジェクター

サブウーファーサブウーファー サブウーファーサブウーファー 4K有機ELテレビ4K有機ELテレビ

D/AコンバーターD/Aコンバーター
5台限定

YouTubeチャンネル
「オーディオ変ドリクス」と

「エミライYoutubeチャンネル」への
チャンネル登録にて特別価格！

5台限定
YouTubeチャンネル

「オーディオ変ドリクス」と
「エミライYoutubeチャンネル」への

チャンネル登録にて特別価格！

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）
スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）

ワイヤレススピーカーワイヤレススピーカー

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）

プリメインアンププリメインアンプ

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）
スピーカー（ペア）スピーカー（ペア） 限定生産

スピーカーユニット
限定生産
スピーカーユニット

プリメインアンププリメインアンプ プリメインアンププリメインアンプ CDトランスポートCDトランスポート
真空管真空管

スピーカー（ペア）スピーカー（ペア） スピーカー（ペア）スピーカー（ペア） マルチメディアプレーヤーマルチメディアプレーヤー プリメインアンププリメインアンプ

プリメインアンププリメインアンプ プリメインアンププリメインアンプ SACDプレーヤーSACDプレーヤー D/AコンバーターD/Aコンバーター

中級機の定番として新しい時代を築いていく2500シリーズが登場。
オーディオ機器として、説得力のある造りです。これからオーディ
オを始めようとする方に一番におすすめしたい一品です。

中級機の定番として新しい時代を築いていく2500シリーズが登場。
オーディオ機器として、説得力のある造りです。これからオーディ
オを始めようとする方に一番におすすめしたい一品です。

アキュフェーズ創業５０周年記念モデル第４段。AB級の大型プリメ
インアンプの登場です。プリアンプ部にはBalanced AAVAを搭載
し、同社A級プリメインアンプE-800とは異なるクオリティを実現
しました。

アキュフェーズ創業５０周年記念モデル第４段。AB級の大型プリメ
インアンプの登場です。プリアンプ部にはBalanced AAVAを搭載
し、同社A級プリメインアンプE-800とは異なるクオリティを実現
しました。

KT88 プッシュプルが生み出す 40W＋40W のハイパワーが現
代のスピーカーを強力にドライブ !! 真空管アンプの殻を破った
使いやすさを実現。

KT88 プッシュプルが生み出す 40W＋40W のハイパワーが現
代のスピーカーを強力にドライブ !! 真空管アンプの殻を破った
使いやすさを実現。

遂に発表となった待望の「D4」。また
しても前作をはるかに凌駕する品質と
音質設計によって完成した。エンク
ロージャーの構成を一新し更なる静寂
性を実現。サイズを超えたサウンドイ
メージを生み出します。

遂に発表となった待望の「D4」。また
しても前作をはるかに凌駕する品質と
音質設計によって完成した。エンク
ロージャーの構成を一新し更なる静寂
性を実現。サイズを超えたサウンドイ
メージを生み出します。

6922真空管によるバッファ回路を搭載し、真空管のサウンドが楽
しめるＣＤプレーヤーです。ESS Technology 社の SABRE　
ES9038Q2Mを採用。話題のMQA-CDにもフルデコード対応し
ております。

6922真空管によるバッファ回路を搭載し、真空管のサウンドが楽
しめるＣＤプレーヤーです。ESS Technology 社の SABRE　
ES9038Q2Mを採用。話題のMQA-CDにもフルデコード対応し
ております。

Voyagei20 インテグレイテッドアンプは、アナログプリアンプと
DAコンバータにパワーアンプを組合せ、さらにユニーバーサル電源
を搭載した構成を、スリムなケースに収納しました。

Voyagei20 インテグレイテッドアンプは、アナログプリアンプと
DAコンバータにパワーアンプを組合せ、さらにユニーバーサル電源
を搭載した構成を、スリムなケースに収納しました。

真の原音再生とは、あなた自身が
お気に入りの音楽の中で我を忘れ
る、ということであり、部屋のど
こに居ようとも、楽器が奏でる
ニュアンスを正確に隅々まで味わ
える、ということなのです。

真の原音再生とは、あなた自身が
お気に入りの音楽の中で我を忘れ
る、ということであり、部屋のど
こに居ようとも、楽器が奏でる
ニュアンスを正確に隅々まで味わ
える、ということなのです。

Classicシリーズの中で、最もチャー
ミングで美しいサウンドバランスを
実現した小型スピーカーです。多く
の現代スピーカーにありがちなオー
バーな低域や人工的に華やかな音と
は別の世界で、歴代のClassic シ
リーズが引き継いできた自然で温も
りがあり、かつ明瞭で正確な音を
しっかりと受け継いでいます。

Classicシリーズの中で、最もチャー
ミングで美しいサウンドバランスを
実現した小型スピーカーです。多く
の現代スピーカーにありがちなオー
バーな低域や人工的に華やかな音と
は別の世界で、歴代のClassic シ
リーズが引き継いできた自然で温も
りがあり、かつ明瞭で正確な音を
しっかりと受け継いでいます。

AVC-A110は、デノン創立110周年の節目を迎えるにあたり、今
持てる技術とノウハウの全てを投入することでAVアンプのフラッ
グシップモデルであるAVC-X8500Hを超えるパフォーマンスを実
現することを目標に開発されました。

AVC-A110は、デノン創立110周年の節目を迎えるにあたり、今
持てる技術とノウハウの全てを投入することでAVアンプのフラッ
グシップモデルであるAVC-X8500Hを超えるパフォーマンスを実
現することを目標に開発されました。

ヤマハ セパレートAVアンプのアーキテクチャー、素材を継承し、
Qualcomm® 64bit SoCを採用した最新型の「SURROUND:AI」、
「YPAO」を搭載。映像への深い没入感といつまでも色褪せることの
ない音など、ホームシアターにおけるAVレシーバーの完成形を追
求した11chパワーアンプ内蔵一体型AVENTAGEの最高峰モデル

ヤマハ セパレートAVアンプのアーキテクチャー、素材を継承し、
Qualcomm® 64bit SoCを採用した最新型の「SURROUND:AI」、
「YPAO」を搭載。映像への深い没入感といつまでも色褪せることの
ない音など、ホームシアターにおけるAVレシーバーの完成形を追
求した11chパワーアンプ内蔵一体型AVENTAGEの最高峰モデル

情レーザー光源とネイティブ
4Kパネル搭載 4K HDRプロ
ジェクターのコンパクトモデ
ル。2,000lm（ルーメン）の
高輝度と約20,000時間の長
時間使用を実現。

情レーザー光源とネイティブ
4Kパネル搭載 4K HDRプロ
ジェクターのコンパクトモデ
ル。2,000lm（ルーメン）の
高輝度と約20,000時間の長
時間使用を実現。

18Gbps 対応、輝きのあるリアルな映像
を堪能できるネイティブ4K HDR高圧
水銀ランプモデル。「立体感」、「奥行き
感」、「精細感」が増し、リアリティーが
飛躍的に向上する、HDR（High 
Dynamic Range）対応。

18Gbps 対応、輝きのあるリアルな映像
を堪能できるネイティブ4K HDR高圧
水銀ランプモデル。「立体感」、「奥行き
感」、「精細感」が増し、リアリティーが
飛躍的に向上する、HDR（High 
Dynamic Range）対応。

Victor が長年にわたり実現し
てきた、映像の革新。
革新の歴史に誇りを持ち、映
像の世界において、多彩なア
プローチで探究を続けてきま
した。

Victor が長年にわたり実現し
てきた、映像の革新。
革新の歴史に誇りを持ち、映
像の世界において、多彩なア
プローチで探究を続けてきま
した。

新プロジェクターの光源に搭載さ
れたレーザー光源
「BLU-Escent」は、シミュレー
ターなど多くの業務用用途にも採
用され、耐久性など実績のある技
術。この「BLU-Escent」技術を
ホームシアター用プロジェクター
に採用し、高輝度と20,000 時間
※3の長寿命を両立させました。

新プロジェクターの光源に搭載さ
れたレーザー光源
「BLU-Escent」は、シミュレー
ターなど多くの業務用用途にも採
用され、耐久性など実績のある技
術。この「BLU-Escent」技術を
ホームシアター用プロジェクター
に採用し、高輝度と20,000 時間
※3の長寿命を両立させました。

最先端の音響工学と伝統的なキャビネットデザインを組み合わせた 
700 Series は、 レコーディングスタジオからヒントを得て、リビン
グルームに合うように作られました。

最先端の音響工学と伝統的なキャビネットデザインを組み合わせた 
700 Series は、 レコーディングスタジオからヒントを得て、リビン
グルームに合うように作られました。

世界最高レベルの低音再生能力を
踏襲しながら、スペース対応の幅
を広げる、20cm口径 ×2のサ
ブウーファー。小型でエネルギー
変換効率の良いデジタルパワーア
ンプを搭載し、本体の容積効率向
上と高いエネルギー変換効率を確
保しています。
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KC62は、スリリングで息
をのむような音楽、映画、
ゲーム体験のため、ディー
プで正確な低音を提供する、
信じられないほどコンパク
トなサブウーファーです。
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圧倒的な輝きと、映像と音の一体感
が生み出す没入体験。認知特性プロ
セッサー「XR」搭載のフラッグシッ
プ4K有機 ELテレビ。
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登場。その進化した音質は如何に !?
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シリーズ最小サイズで
使いやすさと高い設置
性を実現。上位モデル
を踏襲したクラシカル
かつアイコニックなデ
ザインをコンパクトボ
ディに凝縮。
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JBL創立 75周年記念モデルの第2弾。1960年代登場した銘機
「SA600」を思わせるレトロな外観に最新のアンプ設計と機能。ネッ
トワーク接続することでAirPlay2 や Chromecast を介してのス
トリーミング再生を可能とする。 
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60 Reality Audio で臨場感のある音楽
が楽しめる。ソニーの空間音響技術を駆
使した、新たな音楽体験。アーティスト
がライブで演奏している場にいるような、
臨場感豊かな音場を実現します。対応音
楽配信サービスに加入し、対応コンテン
ツを再生することで体感できます。
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ズは、音楽、映画、ゲームなど
あらゆるホームエンターテインメントに本格的

なパフォーマンスを提供するために開発された、
高性能で汎用性の高いスピーカー

です。
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イタリア・ヴィツェンツァの工房
で職人の手作業によって組み上
げられ、インテリアに溶け込む
モダンクラシックなデザインと
優れた音楽体験をご提供いたし
ます。
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Voyage CDは、「デジタルプリアンプ」として、高解像度のデジタ
ルデータファイルを、完璧にアナログに変換します。さらにハイレ
ゾのデジタル音楽再生の、その便利さと多様性を追求し、インター
ネットやローカルネットワークから音楽をストリーミングします。
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ROKSANの全く新しいシリーズAttessa が登場しました。マルチ
ルームアプリケーションを使用し、これ一台で家の中の全てのオー
ディオデバイスと接続しコントロールすることができます。
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上位モデル同等のテクノロジー
が、クラスの枠を超えたクリア
でリアルな音を再生します。専
用取付ブラケットを使わずに天
井や壁への取り付けができ、角
度調整機能と相まって様々な
シーンでの利用が可能です。
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直径8cmのコンパクトユ
ニットながら、上位モデル同
様、アーティストの息遣い、
楽器固有の音色、スタジオや
演奏会場の臨場感を正確に再
現する、ハイコストパフォー
マンスモデルです。
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アンプを内蔵し、スピーカーを接続するだけで、簡単に最新のハイ
レゾサウンドまで楽しめる画期的なマルチメディアプレーヤーです。
CDリッピング・話題のMQA-CDの再生にも対応。
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Qutest や Huei と組み合わせることで、コンパクトで高性能なデ
スクトップサウンドシステムを構築できます。そのサイズからは想
像できない、広がりと迫力が両立した高音質な再生音を楽しんでい
ただけます。
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オーディオファン、真空管
ファン待望のウエスタンエ
レクトリック300Bが復活。
プレートのコーティングが
カーボンからグラフェンへ
と変更され、耐久性が向上
した。保証は登録をするこ
とで５年間。憧れのサウン
ドを心ゆくまで堪能してく
ださい。

オーディオファン、真空管
ファン待望のウエスタンエ
レクトリック300Bが復活。
プレートのコーティングが
カーボンからグラフェンへ
と変更され、耐久性が向上
した。保証は登録をするこ
とで５年間。憧れのサウン
ドを心ゆくまで堪能してく
ださい。

上位機種の技術をそのまま投入し、極限まで機能をシンプルにして
作り上げたDENONの110周年記念モデル。グラファイト・シルバー
が美しい。
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高いドライブ力をもつ Class‒D パワーアンプ NC500 を搭載する
ことにより、プリメインアンプとしては破格の規模のプリアンプ専
用電源とオーディオ回路を実装。ピュアで上質でありながら、強力
にスピーカードライブする、新時代のプリメインアンプです。
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マランツ史上最高のネットワーク再生能力と、SACD/CD専用機に
匹敵するディスク再生能力を備えたデジタルソースプレーヤー。ディ
スク、ネットワーク、ストリーミング、PCなど、幅広いデジタルオー
ディオソースを忠実に、そして音楽性豊かに再生します。
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小型軽量かつ最先端の高性能 DAC アルゴリズムを搭載した
DA コンバーター「Qutest（キューテスト）」。心臓部には、
49,152 タップを実現する FPGA を搭載し、そのサイズからは想像
もつかない膨 大な演算を可能としました。
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