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ブランド 品番 品名 従来価格（税抜）新価格（税抜）

ソナス・ファベール

Minima Vintage スピーカー・システム \195,000 \210,000
Venere 2.5 BK / WH スピーカー・システム \170,000 \170,000 価格据置
Venere 1.5 BK / WH スピーカー・システム \75,000 \75,000 価格据置
Venere Center BK / WH センター・スピーカー \100,000 \100,000 価格据置
Venere Stand スピーカースタンド \31,500 \31,500 価格据置
Toy Wood スピーカー・システム \70,000 \80,000
Toy Draska スピーカー・システム \64,000 \73,000
Toy Tower Wood スピーカー・システム \150,000 \175,000
Toy Tower Draska スピーカー・システム \120,000 \135,000
Toy Center Draska センター・スピーカー \80,000 \90,000
Liuto スピーカー・システム \285,000 \300,000
Monitor スピーカースタンド \150,000 \165,000
Stand Monitor スピーカー・システム \40,000 \45,000
Smart センター・スピーカー \170,000 \190,000
Elipsa スピーカー・システム \1,150,000 \1,250,000
Elipsa Red (Red violin) スピーカー・システム \1,250,000 \1,375,000
Cremona M スピーカー・システム \620,000 \690,000
Auditor M スピーカー・システム \280,000 \294,000
Stand Auditor M スピーカースタンド \64,000 \67,500
Cremona Center M センター・スピーカー \580,000 \580,000 価格据置
Stand Center M スピーカースタンド \80,000 \84,000
Cremona Subwoofer M アクティヴ・サブウーファー \550,000 \620,000
Stradivari Homage RV スピーカー・システム \2,400,000 \2,700,000
Stradivari Homage GR スピーカー・システム \2,450,000 \2,800,000
Guarneri evolution R /GR スピーカー・システム \850,000 \1,000,000
Amati Futura R /GR スピーカー・システム \1,900,000 \2,000,000
Aida  R / WD スピーカー・システム \5,000,000 \6,000,000
The Sonus faber  R / WD スピーカー・システム \10,000,000 \11,500,000

ブルメスター

113 USB DAC \430,000 \430,000 価格据置
100 フォノイコライザー・アンプ \1,980,000 \2,250,000
  A/D converter module 　オプション・モジュール \300,000 \300,000 価格据置
099 DACプリアンプ \1,100,000 \1,250,000
032 インテグレーテッドアンプ \2,300,000 \2,400,000
035 プリアンプ \1,350,000 \1,450,000
  input MC module 　オプション・モジュール \95,000 \100,000
036 ステレオ・パワーアンプ \1,250,000 \1,350,000
911Mk3 ステレオ・パワーアンプ \2,800,000 \3,200,000
061 CDプレイヤー \1,580,000 \1,650,000
069 with PSU CDプレイヤー（電源別体） \5,800,000 \6,300,000
069 CDプレイヤー（電源内蔵） \4,800,000 \5,200,000
077 with PSU プリアンプ（電源別体） - \5,300,000
077 プリアンプ（電源内蔵） \3,700,000 \4,200,000
  Input module DAC 　オプション・モジュール \330,000 \350,000
  input MC module 　オプション・モジュール \330,000 \350,000
  input MM module 　オプション・モジュール \330,000 \350,000
808Mk5 Basic プリアンプ（電源別体） \3,200,000 \4,000,000
  Input module Line 　オプション・モジュール \180,000 \190,000
  input MC module 　オプション・モジュール \330,000 \360,000
  input MM module 　オプション・モジュール \250,000 \280,000
  Output module 　オプション・モジュール \500,000 \450,000
B30 スピーカー・システム \700,000 \750,000
V1 オーディオ・ラック \380,000 \390,000
V3 オーディオ・ラック \450,000 \450,000 価格据置

ソウリューション

745 with PSU CD/SACDプレイヤー（電源別体） \6,000,000 \7,200,000
750/751 with PSU フォノイコライザー・アンプ（電源別体） \2,600,000 \2,600,000
721 ラインプリアンプ \3,250,000 \3,700,000
720 プリアンプ \4,000,000 \4,400,000
710 ステレオ・パワーアンプ \4,800,000 \5,200,000
700 モノラル・パワーアンプ \6,000,000 \6,300,000
540 CD/SACDプレイヤー \2,850,000 \3,000,000
501 モノラル・パワーアンプ \2,250,000 \2,400,000

ラボラトリウム
Y ter 1.5m スピーカー・ケーブル（バナナ仕様） \85,000 \120,000
Y ter 2.0m スピーカー・ケーブル（バナナ仕様） \130,000 \160,000
Y ter 3.0m スピーカー・ケーブル（バナナ仕様） \160,000 \200,000
Y ter 5.0m スピーカー・ケーブル（バナナ仕様） \200,000 \240,000
専用Ｙラグ Y ter オプション　Yラグ \30,000 \38,000
Flexum アコースティック・パネル \250,000 \280,000

ニッティ・グリッティ
MODEL 1 レコードクリーナー \95,000 \96,000
FL 16oz(PURE 1) クリーニング液 \4,800 \5,200
FL 16oz(PURE 2) クリーニング液 \4,800 \5,200

エックスエルオー
RX1000 バーンインCD \5,000 \5,600

ドクトル・ファイキャルト
FIREBIRD アナログ・ターンテーブル（アームレス） \1,300,000 \1,450,000
BLACKBIRD 2 アナログ・ターンテーブル（アームレス） \780,000 \870,000
WOODPECKER 2 アナログ・ターンテーブル（アームレス） \530,000 \590,000
PROTRACTOR NG トーンアーム設置治具 \28,000 \28,000 価格据置
　　　　　＊ドクトル・ファイキャルト製品の新価格は、2013年3月21日受注分より適用。

＊スピーカー・スタンド・アンプは、１台単位の価格です。
＊本価格表に掲載の価格には、消費税は含まれておりません。
＊本価格表に掲載の価格は、2013年4月1日受注分より適用。
＊BLADELIUS　の現行モデルの価格変更はありません。
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