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Price List

アンダンテラルゴ ( 株 ) 全取り扱い製品　価格表

Andante
Largo 9 月１日より実施の新価格 案内



製 品 名 ⻑ さ 列1 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
ChordMusic  XLR  1 m    ペア ＊ ¥1,144,000 ¥1,320,000 ¥1,200,000
(コードミュージック) 1.5 m ペア ¥1,408,000 ¥1,650,000 ¥1,500,000

延⻑分 ＠0.1m ペア ¥52,800 ¥66,000 ¥60,000
ChordMusic  RCA   1m     ペア ＊ ¥836,000 ¥880,000 ¥800,000
(コードミュージック) 1.5 m ペア ¥1,023,000 ¥1,100,000 ¥1,000,000

延⻑分 ＠0.1m ペア ¥37,400 ¥44,000 ¥40,000
Sarum T       XLR 1 m    ペア ＊ ¥638,000 ¥660,000 ¥600,000
(セイラム ティー) 1.5 m ペア ¥775,500 ¥825,000 ¥750,000

延⻑分 ＠0.1m ペア ¥27,500 ¥33,000 ¥30,000
旧Sarum→Tへのアップグレード 1mペア ◉ ¥350,900 ¥363,000 ¥330,000

Sarum T       RCA  1 m    ペア ＊ ¥440,000 ¥462,000 ¥420,000
(セイラム ティー) 1.5 m ペア ¥544,500 ¥572,000 ¥520,000

延⻑分 ＠0.1m ペア ¥20,900 ¥22,000 ¥20,000
旧Sarum→Tへのアップグレード 1mペア ◉ ¥242,000 ¥254,100 ¥231,000

Signature Tuned ARAY  XLR  1 m    ペア ＊ ¥209,000 ¥330,000 ¥300,000
(シグネチャー チューンドアレイ) 1.5 m ペア ¥275,000 ¥412,500 ¥375,000

延⻑分 ＠0.1m ペア ¥14,300 ¥16,500 ¥15,000
Signature Tuned ARAY  RCA  1 m    ペア ＊ ¥165,000 ¥220,000 ¥200,000
(シグネチャー チューンドアレイ) 1.5 m ペア ¥220,000 ¥275,000 ¥250,000

延⻑分 ＠0.1m ペア ¥11,000 ¥11,000 ¥10,000
Epic  XLR 0.5 m    ペア ＊ ¥132,000 ¥120,000
(エピック) 1 m    ペア ¥94,600 ¥154,000 ¥140,000

1.5 m ペア ¥115,500 ¥176,000 ¥160,000
延⻑分 ＠0.1m ペア ¥4,180 ¥4,400 ¥4,000

Epic  RCA 0.5 m    ペア ＊ ¥88,000 ¥80,000
(エピック) 1m     ペア ¥85,800 ¥110,000 ¥100,000

1.5 m ペア ¥102,300 ¥132,000 ¥120,000
延⻑分 ＠0.1m ペア ¥3,300 ¥4,400 ¥4,000

＊マークのケーブルの⻑さは0.1m 単位で⾃由にご注⽂いただけます。（＊の⻑さ以上）
◉旧Sarum→SarumTのアップグレード料⾦は、製品定価の55％です。
 (例) RCA 2mの場合 (1m定価462,000＋延⻑分1m@220,000)×55％＝￥375,100

 アナログケーブル

NEW

NEW



製 品 名 ⻑ さ 列1 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
Epic    RCA for Sub woofer 3 m    モノラル ＊ ¥74,800 ¥99,000 ¥90,000
(エピック サブウーファー) 5 m    モノラル ¥107,800 ¥143,000 ¥130,000

延⻑分 @0.1m   モノラル ¥1,650 ¥2,200 ¥2,000
Shawline  XLR 0.5 m    ペア ＊ ¥66,000 ¥60,000
(ショーライン) 1 m    ペア ¥52,800 ¥77,000 ¥70,000

1.5 m ペア ¥63,800 ¥88,000 ¥80,000
延⻑分 ＠0.1m ペア ¥2,200 ¥2,200 ¥2,000

Shawline  RCA 0.5 m    ペア ＊ ¥44,000 ¥40,000
(ショーライン) 1 m    ペア ¥41,800 ¥55,000 ¥50,000

1.5 m ペア ¥50,600 ¥66,000 ¥60,000
延⻑分 ＠0.1m ペア ¥1,760 ¥2,200 ¥2,000

Shawline  RCA for Sub woofer 3 m    モノラル ＊ ¥37,400 ¥50,000 ¥45,455
(ショーライン サブウーファー) 5 m    モノラル ¥55,000 ¥72,000 ¥65,455

延⻑分 @0.1m モノラル ¥880 ¥1,100 ¥1,000
Clearway  XLR 0.5 m    ペア ＊ ¥33,000 ¥30,000
(クリアウェイ) 1 m    ペア ¥31,900 ¥38,500 ¥35,000

1.5 m ペア ¥37,400 ¥44,000 ¥40,000
延⻑分 ＠0.1m ペア ¥1,100 ¥1,100 ¥1,000

Clearway  RCA 0.5 m    ペア ＊ ¥22,000 ¥20,000
(クリアウェイ) 1 m    ペア ¥20,900 ¥27,500 ¥25,000

1.5 m ペア ¥25,300 ¥33,000 ¥30,000
延⻑分 ＠0.1m ペア ¥880 ¥1,100 ¥1,000

Clearway  RCA for Sub woofer 3 m    モノラル ＊ ¥18,700 ¥25,000 ¥22,727
(クリアウェイ サブウーファー) 5 m    モノラル ¥27,500 ¥36,000 ¥32,727

延⻑分 ＠0.1m モノラル ¥440 ¥550 ¥500
C-Line       RCA 0.5 m ペア ¥8,360 ¥11,000 ¥10,000
(シーライン) 1 m    ペア ¥10,560 ¥14,000 ¥12,727

2 m    ペア ¥15,730 ¥19,500 ¥17,727
3 m    ペア ¥20,900 ¥25,000 ¥22,727

C-SUB       RCA for Sub woofer 3 m    モノラル ¥7,480 ¥11,000 ¥10,000
(シーライン サブウーファー) 6 m    モノラル ¥14,080 ¥19,000 ¥17,273

8 m    モノラル ¥18,480 ¥25,000 ¥22,727
10 m  モノラル ¥22,000 ¥30,000 ¥27,273

 アナログケーブル

NEW

NEW

NEW

NEW



製 品 名 ⻑ さ 列1 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
ChordMusic Digital RCA・BNC 1.0 m      ＊ ¥737,000 ¥880,000 ¥800,000
(コードミュージック) 延⻑分 ＠0.1m ¥29,700 ¥44,000 ¥40,000
                             AES / EBU 1.0 m      ＊ ¥836,000 ¥880,000 ¥800,000

延⻑分 ＠0.1m ¥37,400 ¥44,000 ¥40,000
Sarum T Digital      RCA・BNC・AES / EBU 1.0 m ＊ ¥440,000 ¥440,000 ¥400,000
(セイラム ティー) 延⻑分 ＠0.1m ¥18,700 ¥22,000 ¥20,000

旧Sarum→Tへのアップグレード 1m ◉ ¥242,000 ¥242,000 ¥220,000
Signature Super ARAY Digital  RCA・BNC・AES / EBU 1.0 m ＊ ¥165,000 ¥220,000 ¥200,000
(シグネチャー スーパーアレイ)           延⻑分 ＠0.1m ¥11,660 ¥11,000 ¥10,000
Epic  Digital           RCA・BNC・AES / EBU  0.5 m ＊ ¥79,000 ¥72,000
(エピック)             RCA 1.0 m ＊ ¥83,600 ¥96,800 ¥88,000
               BNC 1.0 m ＊ ¥85,800 ¥96,800 ¥88,000
                            AES / EBU 1.0 m ＊ ¥96,800 ¥88,000

延⻑分 ＠0.1m ¥3,300 ¥3,520 ¥3,200
Shawline  Digital   RCA・BNC   0.5 m ＊ ¥40,000 ¥36,000
(ショーライン)               RCA 1.0 m ＊ ¥41,800 ¥48,000 ¥43,636
                                          BNC 1.0 m ＊ ¥44,000 ¥48,000 ¥43,636

延⻑分 ＠0.1m ¥1,650 ¥1,800 ¥1,636
Clearway  Digital   RCA・BNC  0.5 m ＊ ¥19,800 ¥18,000
(クリアウェイ)        RCA 1.0 m ＊ ¥20,900 ¥24,000 ¥21,818
                                          BNC 1.0 m ＊ ¥23,100 ¥24,000 ¥21,818

延⻑分 ＠0.1m ¥880 ¥900 ¥818
C-Digital   RCA   0.5 m ¥7,260 ¥9,800 ¥8,909
(シーデジタル) 1.0 m ¥8,360 ¥12,000 ¥10,909
C-Lite  Optical    ⾓型 – 丸型 または 丸型 – 丸型 0.15 m ¥9,350 ¥12,000 ¥10,909
(シーライト)              ⾓型 – 丸型 または 丸型 – 丸型 0.3 m ¥9,350 ¥12,500 ¥11,364
C-Lite  Optical    ⾓型 – ⾓型 または ⾓型 – 丸型 1 m ¥9,900 ¥13,000 ¥11,818
C-Lite  Optical    ⾓型 – ⾓型 または ⾓型 – 丸型 2 m ¥11,000 ¥14,500 ¥13,182
C-Lite  Optical    ⾓型 – ⾓型 または ⾓型 – 丸型 3 m ¥12,100 ¥15,500 ¥14,091
C-Lite  Optical    ⾓型 – ⾓型 または ⾓型 – 丸型 5 m ¥14,300 ¥18,000 ¥16,364
C-Lite  Optical    ⾓型 – ⾓型 または ⾓型 – 丸型 8 m ¥17,600 ¥21,000 ¥19,091
C-Lite  Optical    ⾓型 – ⾓型 または ⾓型 – 丸型 10 m ¥19,800 ¥23,000 ¥20,909

デジタルケーブル

NEW

NEW

NEW

NEW



製 品 名 ⻑ さ 列1 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
ChordMusic  Streaming LAN 1.0 m ＊ ¥836,000 ¥880,000 ¥800,000
(コードミュージック) 延⻑分 ＠0.1m ¥37,400 ¥39,600 ¥36,000
Sarum T       Streaming LAN 1.0 m ＊ ¥440,000 ¥462,000 ¥420,000
(セイラム ティー) 延⻑分  @0.1m ¥18,700 ¥19,800 ¥18,000

旧Sarum→Tへのアップグレード 1m ◉ ¥242,000 ¥254,100 ¥231,000
Signature Super ARAY  Streaming LAN 1.0 m ＊ ¥154,000 ¥220,000 ¥200,000
(シグネチャー スーパーアレイ) 延⻑分 ＠0.1m ¥5,500 ¥4,400 ¥4,000
Epic              Streaming LAN 1.0 m ＊ ¥94,600 ¥110,000 ¥100,000
(エピック) 延⻑分 ＠0.1m ¥1,100 ¥1,800 ¥1,636
Shawline   Streaming LAN 0.75 m      ¥41,800 ¥53,000 ¥48,182
(ショーライン) 1.5 m ¥46,200 ¥60,000 ¥54,545

3 m ¥55,000 ¥73,000 ¥66,364
5 m ¥74,800 ¥91,000 ¥82,727

Clearway     Streaming LAN 0.75 m      ¥18,000 ¥26,400 ¥24,000
(クリアウエイ) 1.5 m ¥21,000 ¥28,600 ¥26,000

3 m ¥26,000 ¥36,000 ¥32,727
5 m ¥34,000 ¥45,000 ¥40,909
10 m ¥42,000 ¥67,000 ¥60,909
15 m ¥50,000 ¥89,000 ¥80,909
20 m ¥58,000 ¥111,000 ¥100,909

C-Stream     Streaming LAN 0.75 m      ¥8,800 ¥13,000 ¥11,818
(シーストリーム) 1.5 m ¥9,900 ¥15,000 ¥13,636

3 m ¥12,100 ¥18,000 ¥16,364
5 m ¥15,400 ¥23,000 ¥20,909
10 m ¥20,900 ¥34,000 ¥30,909
15 m ¥30,800 ¥45,000 ¥40,909
20 m ¥41,800 ¥56,000 ¥50,909

＊マークのケーブルの⻑さは0.1m 単位で⾃由にご注⽂いただけます。（＊の⻑さ以上）
◉旧Sarum→SarumTのアップグレード料⾦は、製品定価の55％です。
 (例) Streaming LAN 2mの場合 (1m定価462,000＋延⻑分1m@198,000)×55％＝￥363,000

ストリーミング LANケーブル

NEW



製 品 名 ⻑ さ 列1 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
Epic         HDMI AOC  8k (48Gbps) 1 m ¥103,400 ¥138,000 ¥125,455
(エピック) 2 m ¥107,800 ¥143,000 ¥130,000
           3 m ¥112,200 ¥148,000 ¥134,545
           5 m ¥121,000 ¥160,000 ¥145,455

8 m ¥134,200 ¥176,000 ¥160,000
10 m ¥143,000 ¥187,000 ¥170,000
15 m ¥162,800 ¥215,000 ¥195,455
20 m ＊ ¥182,600 ¥242,000 ¥220,000

Shawline HDMI AOC 2.0 4k (18Gbps) 1 m ¥52,800 ¥69,000 ¥62,727
(ショーライン) 2 m ¥55,000 ¥72,000 ¥65,455

3 m ¥57,200 ¥74,000 ¥67,273
5 m ¥61,600 ¥80,000 ¥72,727
8 m ¥67,100 ¥88,000 ¥80,000
10 m ¥71,500 ¥94,000 ¥85,455
15 m ¥81,400 ¥108,000 ¥98,182
20 m ＊ ¥91,300 ¥122,000 ¥110,909

Clearway HDMI 2.0 4k (18Gbps) 0.75 m ¥12,650 ¥18,000 ¥16,364
(クリアウェイ) 1.5 m ¥16,500 ¥23,000 ¥20,909

2 m ¥20,900 ¥26,000 ¥23,636
3 m ¥23,100 ¥33,000 ¥30,000
5 m ¥31,900 ¥35,000 ¥31,818
8 m ¥37,400 ¥42,000 ¥38,182
10 m ¥41,800 ¥46,000 ¥41,818

C-View    HDMI  0.75 m ¥8,800 ¥8,800 ¥8,000
(シービュー) 1.5 m ¥9,900 ¥12,000 ¥10,909
           2 m ¥12,100 ¥13,000 ¥11,818
           3 m ¥14,300 ¥17,000 ¥15,455

5 m ¥20,900 ¥24,000 ¥21,818
8 m ¥29,700 ¥35,000 ¥31,818
10 m ¥37,400 ¥42,000 ¥38,182

HDMIケーブル



製 品 名 ⻑ さ 列1 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
ChordMusic USB 1.0 m      ＊ ¥737,000 ¥880,000 ¥800,000
(コードミュージック) 延⻑分 ＠0.1m ¥29,700 ¥35,200 ¥32,000
Sarum T    USB 1.0 m ＊ ¥330,000 ¥440,000 ¥400,000
(セイラム ティー) 延⻑分 ＠0.1m ¥13,200 ¥17,600 ¥16,000

旧Sarum→Tへのアップグレード 1m ◉ ¥181,500 ¥242,000 ¥220,000
Signature Super ARAY  USB 1.0 m      ＊ ¥165,000 ¥220,000 ¥200,000
(シグネチャー スーパーアレイ) 延⻑分 ＠0.1m ¥4,400 ¥8,800 ¥8,000
Epic             USB 1.0 m      ＊ ¥83,600 ¥110,000 ¥100,000
(エピック) 延⻑分 ＠0.1m ¥3,300 ¥4,400 ¥4,000
Shawline   USB 1.0 m      ＊ ¥41,800 ¥55,000 ¥50,000
(ショーライン) 延⻑分 ＠0.1m ¥1,650 ¥2,200 ¥2,000
Clearway   USB 0.75 m      ¥20,000 ¥24,800 ¥22,545
(クリアウェイ) 1.5 m ¥24,000 ¥33,000 ¥30,000

3 m ¥32,000 ¥50,000 ¥45,455
5 m ¥40,000 ¥72,000 ¥65,455

C-USB 0.75 m      ¥11,000 ¥12,000 ¥10,909
(シー ユーエスビー) 1.5 m ¥13,200 ¥17,000 ¥15,455

3 m ¥15,400 ¥25,000 ¥22,727
5 m ¥17,600 ¥36,000 ¥32,727

USBケーブル

NEW



製 品 名 ⻑ さ 列1 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
ChordMusic    Tone Arm  Reference  L or ストレート型 1.2 m MC専⽤ ペア ＊ ¥1,045,000 ¥1,320,000 ¥1,200,000
(コードミュージック)      アンプ側︓RCA or XLR (バランス) / エイジング済 延⻑分 ＠0.1m ペア ¥57,200 ¥66,000 ¥60,000
                      Tone Arm  Slim  L or ストレート型 / エイジング済 1.2 m MC専⽤ ペア ＊ ¥836,000 ¥880,000 ¥800,000
                                    アンプ側︓RCA or XLR (バランス) / 軽量なプレーヤー等 延⻑分 ＠0.1m ペア ¥37,400 ¥44,000 ¥40,000
                      RCA-RCA   for Tone Arm 1.2 m MC専⽤ ペア ＊ ¥913,000 ¥990,000 ¥900,000
                                      エイジング済 延⻑分 ＠0.1m ペア ¥37,400 ¥44,000 ¥40,000
SarumT          Tone Arm  Reference  L or ストレート型 1.2 m MC専⽤ ペア ＊ ¥550,000 ¥660,000 ¥600,000
(セイラム ティー)            アンプ側︓RCA or XLR (バランス) / エイジング済 延⻑分 ＠0.1m ペア ¥30,800 ¥33,000 ¥30,000

旧Sarum→Tへのアップグレード 1.2mペア ◉ ¥302,500 ¥363,000 ¥330,000
                  Tone Arm  Slim  L or ストレート型 / エイジング済 1.2 m MC専⽤ ペア ＊ ¥418,000 ¥440,000 ¥400,000
                                      アンプ側︓RCA or XLR (バランス) / 軽量なプレーヤー等 延⻑分 ＠0.1m ペア ¥15,400 ¥22,000 ¥20,000

旧Sarum→Tへのアップグレード 1.2mペア ◉ ¥229,900 ¥242,000 ¥220,000
                  RCA-RCA   for Tone Arm  1.2 m MC専⽤ ペア ＊ ¥481,800 ¥528,000 ¥480,000
                エイジング済 延⻑分 ＠0.1m ペア ¥20,900 ¥22,000 ¥20,000

旧Sarum→Tへのアップグレード 1.2mペア ◉ ¥264,990 ¥290,400 ¥264,000
Signature       Tuned ARAY  Tone Arm L or ストレート型 1.2 m MC専⽤ ペア ＊ ¥165,000 ¥440,000 ¥400,000
(シグネチャー)                アンプ側︓RCA or XLR (バランス) / エイジング済 延⻑分 ＠0.1m ペア ¥11,000 ¥22,000 ¥20,000
                      Tone Arm  Slim  L or ストレート型 / エイジング済 1.2 m MC専⽤ ペア ＊ ¥220,000 ¥200,000
                                    アンプ側︓RCA or XLR (バランス) / 軽量なプレーヤー等 延⻑分 ＠0.1m ペア ¥11,000 ¥10,000
                      Tuned ARAY  RCA-RCA for Tone Arm 1.2 m MC専⽤ ペア ＊ ¥187,000 ¥253,000 ¥230,000
                                      (RCA) / エイジング済 延⻑分 ＠0.1m ペア ¥11,000 ¥12,100 ¥11,000
〇トーンアームケーブルはMC専⽤です(MMで使⽤される場合はご相談ください)
◉旧sarumよりSarumTへのアップグレード料⾦は製品定価の55％です。
 (例)USB 2mの場合 (1m定価440,000＋延⻑分1m@176,000)×55％＝￥338,800
＊マークのケーブルの⻑さは0.1m 単位で⾃由にご注⽂いただけます。（＊の⻑さ以上）

トーンアーム ケーブル

NEW



製 品 名 ⻑ さ 列1 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
ChordMusic     Speaker Cable 1.5 m ペア ＊ ¥704,000 ¥924,000 ¥840,000
(コードミュージック)         バナナ or Yラグ端⼦付き 2.0 m ペア ¥935,000 ¥1,232,000 ¥1,120,000

2.5 m ペア ¥1,166,000 ¥1,540,000 ¥1,400,000
延⻑分 ＠0.1m ペア ¥46,200 ¥61,600 ¥56,000

                         Link B-B × 4 ¥187,000 ¥220,000 ¥200,000
                                          ジャンパーケーブル B-Y × 4  または  Y-B × 4 ¥187,000 ¥220,000 ¥200,000

Y-Y × 4 ¥187,000 ¥220,000 ¥200,000
Sarum T       Speaker Cable 1.5 m ペア ＊ ¥374,000 ¥462,000 ¥420,000
(セイラム ティー)        バナナ or Yラグ端⼦付き 2.0 m ペア ¥500,500 ¥616,000 ¥560,000

2.5 m ペア ¥627,000 ¥770,000 ¥700,000
延⻑分 ＠0.1m ペア ¥25,300 ¥30,800 ¥28,000

           Link B-B × 4 ¥83,600 ¥110,000 ¥100,000
                                         ジャンパーケーブル B-Y × 4  または  Y-B × 4 ¥83,600 ¥110,000 ¥100,000

Y-Y × 4 ¥83,600 ¥110,000 ¥100,000
SignatureXL     Speaker Cable 1.5 m ペア ＊ ¥198,000 ¥288,750 ¥262,500
(シグネチャー エクセル)     バナナ or Yラグ端⼦付き 2.0 m ペア ¥264,000 ¥385,000 ¥350,000

2.5 m ペア ¥330,000 ¥481,250 ¥437,500
延⻑分 ＠0.1m ペア ¥13,200 ¥19,250 ¥17,500

           Link B-B × 4 ¥33,000 ¥68,000 ¥61,818
                                         ジャンパーケーブル B-Y × 4  または  Y-B × 4 ¥33,000 ¥68,000 ¥61,818

Y-Y × 4 ¥46,200 ¥68,000 ¥61,818
EpicXL      Speaker Cable 1.5 m ペア ＊ ¥132,000 ¥165,000 ¥150,000
(エピック エクセル)      バナナ or Yラグ端⼦付き 2.0 m ペア ¥176,000 ¥220,000 ¥200,000

2.5 m ペア ¥220,000 ¥275,000 ¥250,000
延⻑分 ＠0.1m ペア ¥8,800 ¥11,000 ¥10,000

EpicX        Speaker Cable 1.5 m ペア ＊ ¥69,300 ¥90,640 ¥82,400
(エピック エックス)       右の表⽰価格はB-B端⼦付きの場合です 2.0 m ペア ¥81,400 ¥110,440 ¥100,400
               B-Y or Y-Bはプラス\15,400 / Y-Yはプラス\30,800 2.5 m ペア ¥93,500 ¥130,240 ¥118,400

延⻑分 ＠0.1m ペア ¥2,420 ¥3,960 ¥3,600
切売り@0.1m / ⽚CH (50mリール) ¥1,210 ¥1,980 ¥1,800

スピーカーケーブル ＆ ジャンパーケーブル



製 品 名 ⻑ さ 列1 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
ShawlineX         Speaker Cable            1.5 m ペア ＊ ¥52,800 ¥60,940 ¥55,400
(ショーライン エックス)     右の表⽰価格はB-B端⼦付きの場合です 2.0 m ペア ¥59,400 ¥70,840 ¥64,400
                 B-Y or Y-Bはプラス\15,400 / Y-Yはプラス\30,800 2.5 m ペア ¥66,000 ¥80,740 ¥73,400

延⻑分 ＠0.1m ペア ¥1,320 ¥1,980 ¥1,800
切売り@0.1m / ⽚CH (50mリール) ¥660 ¥990 ¥900

ClearwayX      Speaker Cable            1.5 m ペア ＊ ¥36,300 ¥41,690 ¥37,900
(クリアウェイ エックス)      右の表⽰価格はB-B端⼦付きの場合です 2.0 m ペア ¥39,600 ¥46,640 ¥42,400
                  B-Y or Y-Bはプラス\15,400 / Y-Yはプラス\30,800 2.5 m ペア ¥42,900 ¥51,590 ¥46,900

延⻑分 ＠0.1m ペア ¥660 ¥990 ¥900
切売り@0.1m / ⽚CH (50mリール) ¥330 ¥495 ¥450

C-ScreenX     Speaker Cable           1.5 m ペア ＊ ¥29,920 ¥34,430 ¥31,300
(シースクリーン エックス)      右の表⽰価格はB-B端⼦付きの場合です 2.0 m ペア ¥31,460 ¥36,960 ¥33,600
                   B-Y or Y-Bはプラス\15,400 / Y-Yはプラス\30,800 2.5 m ペア ¥33,000 ¥39,490 ¥35,900

延⻑分 ＠0.1m ペア ¥308 ¥506 ¥460
切売り@0.1m / ⽚CH (50mリール) ¥154 ¥253 ¥230

製 品 名 ⻑ さ 列1 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
OdysseyX  Speaker Cable (オデッセイ エックス) 切売り@0.1m / ⽚CH (50mリール) ¥770 ¥825 ¥750
RumourX   Speaker Cable (ルーモア エックス) 切売り@0.1m / ⽚CH (50mリール) ¥440 ¥440 ¥400
Sarsen      Speaker Cable (サーセン) 切売り@0.1m / ⽚CH (100mリール) ¥220 ¥275 ¥250
LeylineX(2X)  Speaker Cable (レイライン エックス) 切売り@0.1m / ⽚CH (152mリール) ¥95 ¥132 ¥120

スピーカーケーブル



製 品 名 内 容 列1 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
OhmicプラグセットA B-B × 4 ¥33,000 ¥31,240 ¥28,400
  EpicX・ShawlineX専⽤ B-Y × 4  または  Y-B × 4 ¥48,400 ¥38,280 ¥34,800

Y-Y × 4 ¥58,000 ¥45,320 ¥41,200
OhmicプラグセットB B-B × 4 ¥26,400 ¥26,840 ¥24,400
  ClearwayX・C-ScreenX・OdysseyX専⽤ B-Y × 4  または  Y-B × 4 ¥41,800 ¥33,880 ¥30,800

Y-Y × 4 ¥57,200 ¥40,920 ¥37,200
OhmicプラグセットC B-B × 4 ¥26,400 ¥25,960 ¥23,600
  LeylineX(2X)・RumourX専⽤ B-Y × 4  または  Y-B × 4 ¥41,800 ¥33,000 ¥30,000
    Leyline4Xは倍額 Y-Y × 4 ¥57,200 ¥40,400 ¥36,400
OhmicプラグセットD B-B × 4 ¥26,400 ¥24,420 ¥22,200
  Sarsen専⽤ B-Y × 4  または  Y-B × 4 ¥41,800 ¥31,460 ¥28,600

Y-Y × 4 ¥57,200 ¥38,500 ¥35,000
Ohmicプラグアップグレードセット B-B × 4 ¥52,800 ¥52,800 ¥48,000
  ChordMusic・Sarum・Signature・EpicXL専⽤ B-Y × 4  または  Y-B × 4 ¥52,800 ¥52,800 ¥48,000
    両側(8個)全て。バナナプラグ⼜はＹラグのアップグレード Y-Y × 4 ¥52,800 ¥52,800 ¥48,000

製 品 名 内 容 列1 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
GroundARAY (グランドアレイ）

 RCA / XLRオス / XLRメス / BNC / USB / HDMI / LAN（RJ45）
⾼周波ノイズ対策プラグ ¥96,800 ¥102,000 ¥92,727

PowerARAY (パワーアレイ）

 PA-3（3ピン）/ PA-2（2ピン）
⾼周波ノイズ対策プラグ（電源⽤） ¥132,000 ¥140,000 ¥127,273

⾼周波ノイズ対策プラグ（電源⽤）
signature仕様

¥880,000 ¥920,000 ¥836,364

⾼周波ノイズ対策プラグ（電源⽤）
chordmusic仕様

¥1,150,000 ¥1,045,455

製 品 名 内 容 列1 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
English Electric 8Switch ( Clearway streaming 0.75m×1付属 )
(イングリッシュエレクトリック エイトスイッチ)

スイッチングハブ ¥128,000 ¥140,000 ¥127,273

製 品 名 内 容 列1 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
STMD-3 接点安定剤 3ml⼊り ¥11,000 ¥11,000 ¥10,000
STMD-10 接点安定剤 10ml⼊り ¥27,500 ¥27,500 ¥25,000
TMD-3  接点安定剤とポリッシュ 各3ml⼊り ¥7,700 ¥7,700 ¥7,000
TMD-10 接点安定剤10mlとポリッシュ5ml⼊り ¥18,480 ¥18,480 ¥16,800
TMD-20 接点安定剤20mlとポリッシュ10ml⼊り ¥29,480 ¥29,480 ¥26,800
PLY-10 詰め替え⽤接点安定剤(TMD) 10ml⼊り ¥11,000 ¥11,000 ¥10,000
PLY-20 詰め替え⽤接点安定剤(TMD) 20ml⼊り ¥19,800 ¥19,800 ¥18,000

ノイズポンプ プラグ

スイッチング ハブ

接点拡張剤

スピーカーケーブル プラグ加⼯費

PowerARAY Professional (パワーアレイプロフェッショナル）

NEW

NEW

規格変更



Grand Tower ( グランタワー ) 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
Grand Tower 934 ¥1,485,000 ¥1,700,000 ¥1,545,455
Grand Tower 935 ¥1,573,000 ¥1,800,000 ¥1,636,364
Grand Tower 743 ¥1,320,000 ¥1,520,000 ¥1,381,818
Grand Tower 744 ¥1,408,000 ¥1,620,000 ¥1,472,727
Grand Tower 552 ¥1,144,000 ¥1,320,000 ¥1,200,000
Grand Tower 553 ¥1,232,000 ¥1,420,000 ¥1,290,909
Grand Tower 864 ¥1,670,000 ¥1,518,182
Grand Tower 865 ¥1,770,000 ¥1,609,091
Grand Tower 683 ¥1,560,000 ¥1,418,182
Grand Tower 684 ¥1,660,000 ¥1,509,091
Grand Tower 502 ¥1,440,000 ¥1,309,091
Grand Tower 503 ¥1,540,000 ¥1,400,000

Grand Tower Mid (グランタワー ミッド) 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
Grand Tower 934 Mid ¥1,375,000 ¥1,600,000 ¥1,454,545
Grand Tower 935 Mid ¥1,463,000 ¥1,700,000 ¥1,545,455
Grand Tower 743 Mid ¥1,210,000 ¥1,420,000 ¥1,290,909
Grand Tower 744 Mid ¥1,298,000 ¥1,520,000 ¥1,381,818
Grand Tower 552 Mid ¥1,034,000 ¥1,220,000 ¥1,109,091
Grand Tower 553 Mid ¥1,122,000 ¥1,320,000 ¥1,200,000
Grand Tower 864 Mid ¥1,570,000 ¥1,427,273
Grand Tower 865 Mid ¥1,670,000 ¥1,518,182
Grand Tower 683 Mid ¥1,460,000 ¥1,327,273
Grand Tower 684 Mid ¥1,560,000 ¥1,418,182
Grand Tower 502 Mid ¥1,340,000 ¥1,218,182
Grand Tower 503 Mid ¥1,440,000 ¥1,309,091

Grand Solo ( グランソロ ) 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
 Grand Solo  491 ¥858,000 ¥980,000 ¥890,909
 Grand Solo  492 ¥902,000 ¥1,030,000 ¥936,364
 Grand Solo  541 ¥968,000 ¥1,110,000 ¥1,009,091
 Grand Solo  542 ¥1,023,000 ¥1,170,000 ¥1,063,636
 Grand Solo  621 ¥1,078,000 ¥1,240,000 ¥1,127,273
 Grand Solo  622 ¥1,144,000 ¥1,320,000 ¥1,200,000

Grand Base ( グランドベース ) 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
 Grand Base  490 ¥396,000 ¥360,000
 Grand Base  540 ¥451,000 ¥410,000
 Grand Base  620 ¥506,000 ¥460,000

3段
680※

4段
2段

500※
3段

540 x 445

4段
860※

5段
3段

680※
4段
2段

500※
3段

620 x 517

形状 ⾼さ mm 天板サイズ mm
4段
5段
3段
4段
2段

4段
860※

5段

3段

930※

740※

550※

3段
4段
2段
3段

550※

グランド シリーズ（ラック・テーブル）
形状 ⾼さ mm 天板サイズ mm
4段
5段

930※

740※

1段
620 x 517

2段

形状 ⾼さ mm 天板サイズ mm
1段

445

490 x 400
2段
1段

540 x 445
2段

形状 ⾼さ mm 天板サイズ mm
490 x 400
540 x 445
620 x 517

１段テーブル
NEW



Rigid Tower (リジッドタワー) 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
Tower S 864 ¥660,000 ¥760,000 ¥690,909
Tower S 865 ¥704,000 ¥810,000 ¥736,364
Tower S 866 ¥748,000 ¥860,000 ¥781,818
Tower S 683 ¥572,000 ¥660,000 ¥600,000
Tower S 684 ¥616,000 ¥710,000 ¥645,455
Tower S 685 ¥660,000 ¥760,000 ¥690,909
Tower S 502 ¥484,000 ¥560,000 ¥509,091
Tower S 503 ¥528,000 ¥610,000 ¥554,545
Tower S 504 ¥572,000 ¥660,000 ¥600,000

Rigid Tower Mid (リジッドタワー ミッド) 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
Tower S 864 Mid ¥616,000 ¥678,000 ¥616,364
Tower S 865 Mid ¥660,000 ¥726,000 ¥660,000
Tower S 866 Mid ¥704,000 ¥774,000 ¥703,636
Tower S 683 Mid ¥528,000 ¥580,000 ¥527,273
Tower S 684 Mid ¥572,000 ¥628,000 ¥570,909
Tower S 685 Mid ¥616,000 ¥676,000 ¥614,545
Tower S 502 Mid ¥440,000 ¥484,000 ¥440,000
Tower S 503 Mid ¥484,000 ¥532,000 ¥483,636
Tower S 504 Mid ¥528,000 ¥580,000 ¥527,273

Rigid Table (リジッド テーブル) 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
ALT S 12T ¥330,000 ¥360,000 ¥327,273
ALT S 520T ¥363,000 ¥400,000 ¥363,636
ALT S 600T ¥396,000 ¥440,000 ¥400,000

Rigid SubTable (リジッドサブテーブル) 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
ALT S 12   SUB/T ¥176,000 ¥193,000 ¥175,455
ALT S 12   SUB/T2 ¥187,000 ¥205,000 ¥186,364
ALT S 520 SUB/T ¥198,000 ¥218,000 ¥198,182
ALT S 520 SUB/T2 ¥209,000 ¥230,000 ¥209,091
ALT S 600 SUB/T ¥242,000 ¥266,000 ¥241,818
ALT S 600 SUB/T2 ¥253,000 ¥278,000 ¥252,727

アクセサリー 旧価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
   チタン トップマウントセット ¥28,600 ¥28,600 ¥26,000
   ソリッドベース アタッチメント ¥39,600 ¥39,600 ¥36,000
   ロング トップスパイク ¥3,300 ¥3,300 ¥3,000
 トップスパイクセット Rev.2 ¥6,600 ¥6,600 ¥6,000
   ボトムスパイク・ナットセット Rev.2 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,000

リジッド シリーズ(ラック・テーブル)
形状 ⾼さ mm 天板サイズ mm

500※3段
4段
形状 ⾼さ mm 天板サイズ mm

4段
860※

600 x 480

5段
6段
3段

680※4段
5段
2段

4段
860※

520 x 410

5段
6段
3段

680※4段
5段
2段

１段テーブル 465
470 x 370
520 x 410
600 x 480

500※3段
4段
形状 ⾼さ mm 天板サイズ mm

形状 ⾼さ mm 天板サイズ mm

１段 薄型

90
470 x 370

130
90

520 x 410
130
90

600 x 480
130

備考
チタン製・2重構造（1段分・4個１組）
ALT-12専⽤ LP12⽤（4個１組）
棚板を10mm⾼く設置（1段分・4個１組）
ショート・トップスパイク（1段分・4個１組）
ボトムスパイク・ナット（1段分・4個１組）



 ウィーフォーク ボード 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別）
WF-320 ¥50,600 ¥55,000 ¥50,000
WF-470 ¥55,000 ¥60,000 ¥54,545
WF-520 ¥63,800 ¥68,000 ¥61,818
WF-600 ¥70,400 ¥75,000 ¥68,182

Silent Mount (サイレントマウント) 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別） サイズ ⼊数 カラー 素材・構造
SM-7X   / P4 ¥50,600 ¥52,800 ¥48,000 4個1組
SM-7X   / P3 ¥40,150 ¥41,800 ¥38,000 3個1組
SM-7X   / B4 ¥46,200 ¥48,400 ¥44,000 4個1組
SM-7X   / B3 ¥36,850 ¥38,500 ¥35,000 3個1組
SM-7FX / P4 ¥57,200 ¥59,400 ¥54,000 4個1組
SM-7FX / P3 ¥45,100 ¥46,800 ¥42,545 3個1組
SM-7FX / B4 ¥52,800 ¥55,000 ¥50,000 4個1組
SM-7FX / B3 ¥41,800 ¥44,000 ¥40,000 3個1組
SM-5X   / P4 ¥38,500 ¥41,000 ¥37,273 4個1組
SM-5X   / P3 ¥30,250 ¥32,000 ¥29,091 3個1組
SM-5X   / B4 ¥36,300 ¥38,000 ¥34,545 4個1組
SM-5X   / B3 ¥28,600 ¥29,000 ¥26,364 3個1組
SM-5TX / P4 ¥77,000 ¥80,000 ¥72,727 4個1組
SM-5TX / P3 ¥59,400 ¥60,000 ¥54,545 3個1組
SM-3TX / P4 ¥50,600 ¥52,800 ¥48,000 4個1組
SM-3TX / P3 ¥39,600 ¥41,200 ¥37,455 3個1組
SM-7⽤ギャップ調整スペーサーセット ¥4,400 ¥4,400 ¥4,000 70mm Ø 6個1組

Solid Mount (ソリッドマウント) 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別） サイズ ⼊数 カラー 構造
特殊ステンレス

単1構造

Through Hole Spike (スルーホール スパイク) 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別） サイズ ⼊数 カラー 素材・構造
TS-M8 / 1.25-4 ¥15,400 ¥15,400 ¥14,000 特殊ステンレス
TS-M6 / 1.0-4 ¥13,200 ¥13,200 ¥12,000 中空構造

ブラック

ポリッシュ

50mm Ø
ラック・オーディオ
コンポーネント⽤

ポリッシュ

ポリッシュ

35mm Ø ポリッシュ

ウィーフォーク ボード（オーディオボード）

M8/1.25 
中空スパイク・
ナットのセット

-

備考

 SD-3 / B4 35mm Ø 4個1組
ラック・オーディオ
コンポーネント⽤

4個1組

¥15,000¥16,500¥14,300

1mm厚、0.5mm厚、0.25mm厚の各2枚⼊り

ブラック

ブラック

チタン
2重構造

ブラック

スパイク
備考

ポリッシュ

形状 ⾼さ mm 天板サイズ mm

オーディオボード 70

320 x 285
470 x 370
520 x 410
600 x 480

70mm Ø

スピーカー⽤
（鋭⾓スパイク⽤）

スピーカー⽤
（広⾓スパイク⽤）

特殊ステンレス
2重構造

スパイク受け
備考

NEW

NEW



  現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別） 内  容

 Mera Professional (メラ プロフェッショナル) ¥764,500 ¥814,000 ¥740,000 独⾃開発のローリングブラシ標準搭載（DC吸引モーター オートモード搭載）

 Nessie Vinylmaster (ネッシー バイニルマスター) ¥437,800 ¥462,000 ¥420,000 ボタン１つのシンプル操作（オートモード搭載）
Hannl アクセサリー・消耗品 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別） 内  容

ハンル ダストカバー  ¥33,000 ¥36,300 ¥33,000 透明アクリル製
ハンル トレー ¥17,600 ¥18,700 ¥17,000 ⿊⾊アクリル製
ハンル 7インチ盤 クリーニングセット ¥6,600 ¥6,600 ¥6,000 吸引アームに装着するアダプター・専⽤のサイズ帯電防⽌レコードマット
ハンル 10インチ盤 クリーニングセット ¥6,600 ¥6,600 ¥6,000 吸引アームに装着するアダプター・専⽤のサイズ帯電防⽌レコードマット
ハンル ローリングブラシ メンテナンスセット  ¥5,500 ¥5,500 ¥5,000 駆動輪⽤Ｏリング10個・平タイヤ1個・サスペンション⽤Ｏリング2個
ハンル ベルベット リップスセット  ¥4,400 ¥4,400 ¥4,000 吸引アーム⽤ 交換フェルト２セット (4本)
ハンル 500 - RB ¥4,400 ¥5,500 ¥5,000 ハンル マニュアルモード専⽤洗浄液  500ml
    1000-RB ¥8,140 ¥8,800 ¥8,000 （ローリングブラシ使⽤時）     1000ml
    2000-RB ¥15,400 ¥16,500 ¥15,000 ハンルローリング ブラシ専⽤洗浄液  2000ml
ハンル 500 - FB ¥4,400 ¥5,500 ¥5,000 ハンル オートモード専⽤洗洗浄液    500ml
    1000-FB ¥8,140 ¥8,800 ¥8,000 （平ブラシ使⽤時）         1000ml
    2000-FB ¥15,400 ¥16,500 ¥15,000 ハンルローリングブラシ専 ⽤洗浄液   2000ml
ハンル SPレコード専⽤スタビライザー ¥11,000 ¥11,000 ¥10,000 77〜85ｍｍ径のレーベル⽤ / 限定⽣産
ハンル 12インチ⽤ 帯電防⽌レコードマット ¥4,400 ¥4,400 ¥4,000 標準装備 / 清潔を保つため、定期的な交換がおすすめです
ハンル ローリングブラシ ⾼さ調整ノブ ¥8,800 ¥8,800 ¥8,000 旧製品への追加装備⽤ / 取付の可否等、詳細はお問い合わせください
ハンル ローリングブラシ  ¥132,000 ¥143,000 ¥130,000 旧製品への追加装備⽤ / 取付の可否等、詳細はお問い合わせください
ハンル ローリングブラシ スタンド ¥6,600 ¥6,600 ¥6,000 旧製品への追加装備⽤ / 取付の可否等、詳細はお問い合わせください

Nessie アクセサリー・消耗品 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別） 内  容
ネッシー ダストカバー  ¥33,000 ¥36,300 ¥33,000 透明アクリル製
ネッシー 7インチ盤 クリーニングセット ¥6,600 ¥6,600 ¥6,000 吸引アームに装着するアダプター・専⽤のサイズ帯電防⽌レコードマット

ネッシー 7インチ盤 クリーニング デラックスセット ¥39,600 ¥39,600 ¥36,000
90mm径スタビライザー・洗浄ブラシ・洗浄液散布⽤ボトル
専⽤サイズの帯電防⽌レコードマット・専⽤形状の吸引アーム

ネッシー 10インチ盤 クリーニングセット ¥6,600 ¥6,600 ¥6,000 吸引アームに装着するアダプター・専⽤のサイズ帯電防⽌レコードマット
ネッシー ベルベット リップスセット  ¥4,400 ¥4,400 ¥4,000 吸引アーム⽤ 交換フェルト２セット (4本)
バイネリン 500 ¥4,400 ¥5,500 ¥5,000 ネッシー専⽤ 洗浄液   500ml
バイネリン 1000 ¥8,140 ¥8,800 ¥8,000 ネッシー専⽤ 洗浄液 1000ml
バイネリン 2000 ¥15,400 ¥16,500 ¥15,000 ネッシー専⽤洗 浄液 2000ml
ネッシー 12インチ⽤ 帯電防⽌レコードマット ¥4,400 ¥4,400 ¥4,000 標準装備 / 清潔を保つため、定期的な交換がおすすめです

ALレコード内袋 現⾏価格（税込） 新価格（税込） 新価格（税別） 内  容

AL 25 ¥7,700 ¥7,700 ¥7,000 12インチLPレコード専⽤ / グラシン紙と上質紙の2重構造（25枚⼊）

AL 100 ¥27,500 ¥27,500 ¥25,000 12インチLPレコード専⽤ / 最⾼級グラミン紙2重ード内袋（100枚⼊）

AL 300 ¥74,800 ¥74,800 ¥68,000 12インチLPレコード専⽤ / 最⾼級グラミ  重レコード内袋（300枚⼊）

レコードクリーナー

レコード内袋


