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その他のEV商品や案件などが御座いましたらTOPページの問い合わせ欄よりお送りください　内容を精査の上個別にご対応させていただきます　

SXｼﾘ-ｽﾞ SX300 ¥91,300 59.8% ¥54,630 ¥59,000 別途案件対応いたします

SX300ﾂｲｰﾀｰﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ ¥18,700 63% ¥11,781 ¥12,723

SB122 ¥61,600 6 60.1% ¥37,037 ¥40,000

ZXｼﾘ-ｽﾞ ZX1-90 ¥49,500 2 58.6% ¥29,000 ¥31,320

ZX3-60B ¥137,500 6 61.8% ¥85,000 ¥91,800

ZX4 ¥110,000 70% ¥77,000 ¥83,160 別途案件対応いたします

ZX5-60/90 ¥149,600 70% ¥104,720 ¥113,098 別途案件対応いたします

ZXAｼﾘｰｽﾞ ZXA1-90　                   8ｲﾝﾁ×1　800Wパワード ¥81,400 4 59.6% ¥48,500 ¥52,380

ZXA1-Sub　                12ｲﾝﾁ×1　700Wパワードサブ ¥106,700 70% ¥74,690 ¥80,665 別途案件対応いたします

ZX設備用 ZX1i-90 ¥61,600 70% ¥43,120 ¥46,570 別途案件対応いたします

ZX1i-100 ¥61,600 70% ¥43,120 ¥46,570 別途案件対応いたします

ZX1i-100t　                 トランス内蔵 ¥73,700 70% ¥51,590 ¥55,717 別途案件対応いたします

ZX3-60/90PI               PIモデル ¥170,500 70% ¥119,350 ¥128,898 別途案件対応いたします

ZX5-60/90PIモデル ¥185,900 70% ¥130,130 ¥140,540 別途案件対応いたします

ZLXｼﾘ-ｽﾞ ZLX-12 ¥46,200 70% ¥32,340 ¥34,927 別途案件対応いたします

ZLX-15 ¥61,600 70% ¥43,120 ¥46,570 別途案件対応いたします

ZLX-15(ペア)　            箱ﾀﾞﾒｰｼﾞB級中身新品保証付 ¥123,200 1ﾍﾟｱ 55% ¥67,760 ¥73,181

ZLX-12Pパワード ¥61,600 70% ¥43,120 ¥46,570 別途案件対応いたします

ZLX-15Pパワード ¥77,000 70% ¥53,900 ¥58,212 別途案件対応いたします

LIVE-Xｼﾘｰｽﾞ ELX112　                    モニター使用可能 ¥46,200 70.0% ¥32,340 ¥34,927 別途案件対応いたします

ELX115　                    モニター使用可能 ¥61,600 70% ¥43,120 ¥46,570 別途案件対応いたします

ELX215 ¥93,500 70% ¥65,450 ¥70,686 別途案件対応いたします

ELX118 ¥77,000 70% ¥53,900 ¥58,212 別途案件対応いたします

ELX112Pパワード　       モニター使用可能 ¥94,600 10 60.0% ¥56,760 ¥61,301

ELX115Pパワード　       モニター使用可能 ¥110,000 70% ¥77,000 ¥83,160 別途案件対応いたします

ELX118P ¥123,200 70% ¥86,240 ¥93,139 別途案件対応いたします

EKXｼﾘｰｽﾞ EKX-12　　                   12ｲﾝﾁ×1 ¥79,000 70% ¥55,300 ¥59,724 別途案件対応いたします

　 EKX-15　　                   15ｲﾝﾁ×1 ¥87,000 70% ¥60,900 ¥65,772 別途案件対応いたします

　 EKX-15S　                   15ｲﾝﾁ×1　サブウーファー ¥87,000 70% ¥60,900 ¥65,772 別途案件対応いたします

　 EKX-18S　                   18ｲﾝﾁ×1　サブウーファー ¥93,000 70% ¥65,100 ¥70,308 別途案件対応いたします

　 EKX-12Pパワード　　      12ｲﾝﾁ×1 ¥132,000 70% ¥92,400 ¥99,792 別途案件対応いたします

　 EKX-15Pパワード　　      15ｲﾝﾁ×1 ¥140,000 70% ¥98,000 ¥105,840 別途案件対応いたします

　 EKX-15SPパワード　      15ｲﾝﾁ×1　サブウーファー ¥140,000 70% ¥98,000 ¥105,840 別途案件対応いたします

　 EKX-18SPパワード　      18ｲﾝﾁ×1　サブウーファー ¥150,000 70% ¥105,000 ¥113,400 別途案件対応いたします

Tour-Xｼﾘｰｽﾞ TX1122　12ｲﾝﾁ×1 ¥112,200 70% ¥78,540 ¥84,823 別途案件対応いたします

TX1152　15ｲﾝﾁ×1 ¥115,500 70% ¥80,850 ¥87,318 別途案件対応いたします

TX2152　                    15ｲﾝﾁ×2 ¥200,200 70% ¥140,140 ¥151,351 別途案件対応いたします

TX1181　                    18ｲﾝﾁ×1　サブウーハー ¥115,500 70% ¥80,850 ¥87,318 別途案件対応いたします

TX2181　                    18ｲﾝﾁ×2　サブウーハー ¥188,100 70% ¥131,670 ¥142,204 別途案件対応いたします

TX1122FM　                12ｲﾝﾁ　モニター ¥112,200 70% ¥78,540 ¥84,823 別途案件対応いたします

ETXﾊﾟﾜ-ﾄﾞ ETX-10P　                   10ｲﾝﾁ×1 ¥160,000 70% ¥112,000 ¥120,960 別途案件対応いたします

　 ETX-12P　                   12ｲﾝﾁ×1 ¥170,000 70% ¥119,000 ¥128,520 別途案件対応いたします

　 ETX-15P　                   15ｲﾝﾁ×1 ¥185,000 70% ¥129,500 ¥139,860 別途案件対応いたします

　 ETX-35P　                   15ｲﾝﾁ×1 3Way ¥220,000 70% ¥154,000 ¥166,320 別途案件対応いたします

　 ETX-15SP　　　　　　　　 15ｲﾝﾁ×1　サブウーハー ¥200,000 70% ¥140,000 ¥151,200 別途案件対応いたします

　 ETX-18SP　                 18ｲﾝﾁ×1　サブウーハー ¥220,000 70% ¥154,000 ¥166,320 別途案件対応いたします

CPﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ CP3000S　                  600w×2/8Ω ¥311,900 70% ¥218,330 ¥235,796 別途案件対応いたします

Qﾊﾟﾜ-ｱﾝﾌﾟ Q44Ⅱ　                     270w×2/8Ω ¥94,700 70% ¥66,290 ¥71,593 別途案件対応いたします

Q66Ⅱ　                     380w×2/8Ω ¥107,700 70% ¥75,390 ¥81,421 別途案件対応いたします

Q99　　                     550w×2/8Ω ¥133,500 2 59.0% ¥78,765 ¥85,066

Q1212　                     750w×2/8Ω ¥163,900 2 59.0% ¥96,701 ¥104,437

ﾌﾟﾛｾｯｻ- DC-ONE ¥176,200 70% ¥123,340 ¥133,207 別途案件対応いたします

DX46 ¥344,500 70% ¥241,150 ¥260,442 別途案件対応いたします

EV MIC ND76　                         N/D767a後継機種 ¥27,800 70% ¥19,460 ¥21,017 別途案件対応いたします

ND76S ¥29,800 70% ¥20,860 ¥22,529 別途案件対応いたします

ND86 ¥34,800 70% ¥24,360 ¥26,309 別途案件対応いたします

ND96　                         N/D967後継機種 ¥39,800 70% ¥27,860 ¥30,089 別途案件対応いたします

ND44　                         N/D468後継機種 ¥28,500 70% ¥19,950 ¥21,546 別途案件対応いたします

ND46 ¥34,800 70% ¥24,360 ¥26,309 別途案件対応いたします

ND68　                         N/D868後継機種 ¥39,800 70% ¥27,860 ¥30,089 別途案件対応いたします

RE320　                       スタジオ＆ライブモデル ¥50,800 65% ¥33,020 ¥35,662 別途案件対応いたします

RE410　                       N/D367Sコンデンサ-タイプ ¥31,300 65% ¥20,345 ¥21,973 別途案件対応いたします

RE510　                       N/D767aコンデンサ-タイプ ¥42,400 65% ¥27,560 ¥29,765 別途案件対応いたします

RE20 ¥96,000 65% ¥62,400 ¥67,392 別途案件対応いたします

RE27N/D　                   スタジオモデル ¥109,400 65% ¥71,110 ¥76,799 別途案件対応いたします
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