
ブランド 品目 型番 定価 売価 ブランド 品目 型番 税別定価 売価

¥45,800¥45,800
¥1,080,000¥1,080,000¥1,650,000¥1,650,000

¥77,000¥77,000

¥638,000¥638,000
¥638,000¥638,000
¥268,000¥268,000

¥438,000¥438,000
¥208,000¥208,000

¥438,000¥438,000
¥648,000¥648,000
¥75,000¥75,000
¥275,000¥275,000
¥178,000¥178,000
¥178,000¥178,000

¥938,000¥938,000
¥110,000¥110,000
¥396,000¥396,000
¥275,000¥275,000
¥275,000¥275,000
¥292,600¥292,600 ¥188,000¥188,000
¥292,600¥292,600
¥150,000¥150,000

¥189,800¥189,800

¥188,000¥188,000
¥118,000¥118,000

PMA-800NE
PD-70AE

Magne

C-700u
M-700u
C-03Xs
Plannar3
KX-3PⅡ
K3 CD PLAYER
K3 Integrated
M3S cd
M3S i
Chameleon B

プリメインアンプ
SACDプレーヤー
プリアンプ
パワーアンプ
プリアンプ
アナログプレーヤー

アナログプレーヤー

スピーカー（ペア）
CDプレーヤー
プリメインアンプ
CDプレーヤー
プリメインアンプ

DENON
Pioneer

bergmann

LUXMAN
LUXMAN

¥550,000¥550,000EQ-500フォノイコライザーLUXMAN

ESOTERIC
Rega
KRIPTON
ROKSAN
ROKSAN
Musical Fidelity
Musical Fidelity
Sonus faber

¥295,370¥295,370Model 301スピーカー（ペア）Falcon Lab
¥1,760,000¥1,760,000
¥1,100,000¥1,100,000
¥181,500¥181,500
¥792,000¥792,000
¥140,800¥140,800

¥1,148,000¥1,148,000
¥718,000¥718,000
¥118,000¥118,000
¥518,000¥518,000
¥98,000¥98,000

¥168,000¥168,000

¥92,800¥92,800
¥359,800¥359,800

K01Xs
Cheviot
Silver100
F-05

SACD プレーヤー
スピーカー（ペア）
スピーカー（ペア）
プリメインアンプ
管球式プリメインアンプ

TANNOY

¥1,320,000¥1,320,000ARDENスピーカー（ペア）TANNOY
¥440,000¥440,000Classic 7.0スピーカー（ペア）PIEGA

ESOTERIC

¥627,000¥627,000 ¥408,000¥408,000
¥378,000¥378,000
¥858,000¥858,000
¥288,000¥288,000

N-05ネットワークESOTERIC

ESOTERIC

Luminous84TRIODE

¥264,000¥264,000スピーカー（ペア）
スピーカー（ペア）

4312GJBL

¥143,000¥143,000
¥470,000¥470,000

スピーカー（ペア）
プリメインアンプ

Silver 50
A-S3000

MONITOR AUDIO
YAMAHA

MONITOR AUDIO

¥240,000¥240,000 ¥108,000¥108,000

¥398,000¥398,000

¥29,800¥29,800
¥898,000¥898,000

¥54,800¥54,800

¥1,600,000¥1,600,000

¥165,000¥165,000 ¥98,000¥98,000

¥598,000¥598,000
¥39,800¥39,800
¥18,000¥18,000

¥250,000¥250,000 ¥88,000¥88,000
¥1,800,000¥1,800,000 ¥428,000¥428,000

¥9,800¥9,800
¥24,800¥24,800
¥39,800¥39,800

TD2001
P-03uni

RS 8
RADIAN

アナログプレーヤー
CDトランスポート

PD444アナログプレーヤー
スピーカー（ペア）
スピーカー（ペア）

THORENS
ESOTERIC

¥115,000¥115,000YST-SW500サブウーファーYAMAHA
¥55,000¥55,000YST-SW515サブウーファーYAMAHA

¥48,000¥48,000YST-SW315サブウーファーYAMAHA

LUXMAN
MONITOR AUDIO
AVALON

¥200,000¥200,000DCD-SA100SACD プレーヤーDENON

¥93,500¥93,500DP-500MアナログプレーヤーDENON

¥3,280,000¥3,280,000TELOS 250モノラルパワーアンプGOLDMUND
¥700,000¥700,000C48プリアンプMcIntosh

¥124,000¥124,000
¥950,000¥950,000 ¥358,000¥358,000
¥230,000¥230,000 ¥72,800¥72,800

¥99,800¥99,800
¥16,000¥16,000
¥14,800¥14,800

¥68,000¥68,000 ¥29,800¥29,800

¥1,200,000¥1,200,000
¥297,000¥297,000

SVA-1500
Classic integrated Ⅱ
SVA2100

C-10
SBM-800

スピーカー（ペア）

スピーカー（ペア）
管球式プリメインアンプ

昇圧トランス T20MKⅡ

プリアンプ
スピーカー（ペア）

JBL
¥68,200¥68,200SVA CENTERセンタースピーカーJBL

QUAD
JBL

¥35,000¥35,000SUB 100PサブウーファーJBL
¥56,000¥56,000CONTROL LAスピーカー（ペア）JBL

¥300,000¥300,000Nautilus 805スピーカー（ペア）B&W

Ortofon
¥388,800¥388,800 ¥138,000¥138,000

¥328,000¥328,000
¥79,800¥79,800
¥19,800¥19,800
¥68,000¥68,000
¥6,800¥6,800

¥328,000¥328,000
¥158,000¥158,000
¥138,000¥138,000
¥1,980,000¥1,980,000
¥45,000¥45,000
¥99,800¥99,800
¥298,000¥298,000
¥328,000¥328,000
¥108,000¥108,000

D/A コンバーター DAC64CHORD
LUXMAN
Technics

¥35,000¥35,000AT-LP3
GCPH

アナログプレーヤーaudio-technica
PS Audio

¥15,000¥15,000AT-LP30アナログプレーヤー
¥16,800¥16,800OPENOPEN

OPENOPEN

JADE CASAヘッドフォンアンプ
audio-technica
ORB

¥700,000¥700,000CONCERTOプリアンプJEFF ROWLAND
¥324,546¥324,546Model 102SパワーアンプJEFF ROWLAND
¥294,000¥294,000System DX2フォノイコライザー

フォノイコライザー

ROKSAN

¥110,000¥110,000Hyper Xスピーカー（ペア）

スピーカー（ペア）

Chario
¥240,000¥240,000W12サブウーファーMONITOR AUDIO
¥1,700,000¥1,700,000
¥880,000¥880,000
¥300,000¥300,000

No.335LパワーアンプMark Levinson
AKURATE4200/1パワーアンプLINN
Chorus 826VFocal

¥4,980,000¥4,980,000MIMESIS 20MED/A コンバーターGOLDMUND

▼まだまだあります、展示処分品▼ ▼まだまだあります、特価中古品▼

http://www.maxaudio.co.jp

■ 小倉本店   093-591-0469
■  福岡店    092-734-6789

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
2020 年 8月 11 日 ( 火 ) ～ 2020 年 8 月 14 日 ( 金 )

●夏季休業のお知らせ

中古品・展示品は１点物です。売り切れにはご容赦下さいませ。写真はイメージです。表示価格は、消費税10％の価格です。ショピングクレジットにて、1回～120回・ボーナス払など、お支払いプランをお選び頂けます。

PM-10
プリメインアンププリメインアンプ

398,000円税込税込
マランツが長年培ってきた「HDAM」の技術を使用し、フルバラ
ンス構成としたプリメインアンプ。圧倒的なスピーカー駆動力を
実現したニューモデル。

展示品

KX-5P
スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）

メーカー小売希望価格
533,500円 (税込 )
メーカー小売希望価格
533,500円 (税込 )

メーカー小売希望価格
660,000円 (税込 )
メーカー小売希望価格
660,000円 (税込 )

358,000円

クリプトン開発 10周
年記念モデル。磁束力
が強く、貴重で高価な
アルニコマグネットを
採用。密閉型の醍醐味
を KX-5P で存分に味
わおう。展示品

Piano Diacera
スピーカー（ペア）スピーカー（ペア）

メーカー小売希望価格
5,830,000 円 (税込 )
メーカー小売希望価格
5,830,000 円 (税込 ) 2,980,000円税込税込

税込税込

税込税込

税込税込

ダイヤモンドツィーターとセラミッ
クウーファーを搭載した、その名も
「ディアセラ」。ゴージャスな音色を
聴かせてくれます。

F-03A
プリメインアンププリメインアンプ

メーカー小売希望価格
1,078,000 円 (税込 )
メーカー小売希望価格
1,078,000 円 (税込 )758,000円
エソテリックが考える、至高の A級プリメインアンプのかたちが
F-03A。一貫して左右をモノラル構成にしたことで、濃密な音の
再現力を得ることが出来た。

D-06u
SACDプレーヤーSACDプレーヤー

メーカー小売希望価格
638,000円 (税込 )
メーカー小売希望価格
638,000円 (税込 )468,000円
フラッグシップモデルの構成をふんだんに引き継いだ、ラックス
マンの SACDプレーヤー。USB入力にも対応しており、ハイレ
ゾ音源なども再生可能となっている。

展示品

展示品

展示品


