
 

 

 

 

 

製品希望小売価格改訂ご案内 

 

お客様各位 

 

拝啓、時下益々ご健勝にお過ごしのこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜

り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、昨今の国際情勢の変化に伴う為替相場の変動など諸般の事情に鑑み、また各メーカ

ーとの価格交渉によりまして、2016 年(平成 28 年)11 月 1 日出荷分より、添付別紙の通り

希望小売価格を改訂させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。 

何卒諸事情をご高察のうえ、今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

敬具 

平成 28 年 10 月 

株式会社アーク・ジョイア 

代表取締役 野田頴克 

 

記 

 

対象製品 弊社取り扱いメーカー各社製品 

   但し、一部ブランドおよび新製品など一部の製品は、 

価格据え置きとさせていただきます。 

実施日  2016 年(平成 28 年)11 月 1 日より 

 

� 価格改訂後の金額は、別紙一覧をご参照ください。 

 

以上 



STUDIO FRANCO SERBLIN （フランコ・セルブリン） 従来価格（税別） 新価格(税別)

Ktêma スピーカー・システム <フロアスタンディング型>

Accordo スピーカー・システム <ブックシェルフ型>

Bespoke Audio （ビスポーク・オーディオ） NEW BRAND

Passive Pre-amplifier トランス式　パッシヴ・プリアンプ

Daniel Hertz SA （ダニエル・ヘルツ）

M1 リファレンス　スピーカー・システム（WOODホーン）

M5 L モノラルパワーアンプ

M6 L 1MΩ ステレオプリアンプ

M8 スピーカーシステム＜ブックシェルフ型＞

M9 インテグレーテッドアンプ

M10 スピーカーシステム＜ブックシェルフ型＞

Master Class Mac用イコライジング・音楽再生ソフト

PSLIC-0.5 純銀リッツ線 オーディオケーブル RCA-RCA  ペア　0.5m

PSLIC-1  純銀リッツ線 オーディオケーブル RCA-RCA  ペア　1m

PSLIC-2 純銀リッツ線 オーディオケーブル RCA-RCA  ペア　2m

PSLIC-5 純銀リッツ線 オーディオケーブル RCA-RCA  ペア　5m

PSLIC-8 純銀リッツ線 オーディオケーブル RCA-RCA  ペア　8m

Voxativ （ヴォクサティヴ）

T-211 真空管インテグレーテッドアンプ

T-211 OT 真空管インテグレーテッドアンプ　(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ･ﾄﾗﾝｽ)

Ampeggio Signature(3x) スピーカー・システム（AC-3xユニット）

Ampeggio Signature(4x) スピーカー・システム（AC-4xユニット）

AC-1.6 フルレンジ・ドライバー・ユニット

AC-2.5 フルレンジ・ドライバー・ユニット

AC-3x フルレンジ・ドライバー・ユニット

AC-4x フルレンジ・ドライバー・ユニット（ウッドコーン）

AC-4a フルレンジ・ドライバー・ユニット

AC-X2 フィールドコイル・ドライバー・ユニット（トランス付）

Wood Phase Plug Set フェイズ・プラグ（Oak , Maple , Walnut）セット 価格据置

Speaker Cable 2.5m スピーカーケーブル（ペア）2.5m 価格据置

Speaker Cable 3.6m スピーカーケーブル（ペア）3.6m 価格据置

Speaker Cable 4.6m スピーカーケーブル（ペア）4.6m 価格据置

スピーカーケーブル（ペア）2.5m

スピーカーケーブル（ペア）3.6m

スピーカーケーブル（ペア）4.6m

インターコネクト・ケーブル（ペア） 1m

インターコネクト・ケーブル（ペア） 2m

インターコネクト・デジタル・ケーブル（ペア） 1m

PRYMA （プリマ） NEW BRAND

PRYMA 01 密閉型ステレオヘッドフォン（ソリッドカラーモデル）

PRYMA 01 密閉型ステレオヘッドフォン（カーボンモデル）

* スピーカー、スタンドはペア価格です。アンプ等は１台単位です。

株式会社アーク・ジョイア http://www.arkgioia.com/

〒112-0013　東京都文京区音羽1-1-7 正進社ホールディングスビル4階 TEL 03-6902-0480   FAX 03-6902-0944

新製品 OPEN

新製品 OPEN

Ampeggio audio Cable 2m 新製品 ¥620,000

Ampeggio digital Cable 1m 新製品 ¥380,000

Ampeggio SP Cable 4.6m 新製品 ¥960,000

Ampeggio audio Cable 1m 新製品 ¥320,000

Ampeggio SP Cable 2.5m 新製品 ¥620,000

Ampeggio SP Cable 3.6m 新製品 ¥830,000

¥390,000 ⇒ ¥390,000

¥500,000 ⇒ ¥500,000

¥170,000 ⇒ ¥170,000

¥280,000 ⇒ ¥280,000

¥2,200,000 ⇒ ¥1,560,000

¥2,500,000 ⇒ ¥2,200,000

¥1,100,000 ⇒ ¥980,000

¥1,700,000 ⇒ ¥1,560,000

¥400,000 ⇒ ¥380,000

¥660,000 ⇒ ¥650,000

¥4,280,000 ⇒ ¥4,000,000

¥4,600,000 ⇒ ¥4,500,000

新製品 ¥1,750,000

新製品 ¥1,950,000

¥480,000 ⇒ ¥440,000

¥750,000 ⇒ ¥680,000

¥115,000 ⇒ ¥100,000

¥200,000 ⇒ ¥180,000

¥90,000 ⇒ ¥80,000

¥80,000 ⇒ ¥72,000

新製品 ¥690,000

新製品 ¥450,000

¥2,100,000 ⇒ ¥1,800,000

¥840,000 ⇒ ¥740,000

¥15,500,000 ⇒ ¥14,000,000

¥2,200,000 ⇒ ¥1,800,000

¥1,400,000 ⇒ ¥1,230,000

新製品 ¥1,700,000

2016　Ark Gioia, Inc.　PRICE LIST vol.5

価格改定表　2016年11月1日　より

¥4,900,000 ⇒ ¥4,250,000

http://www.arkgioia.com/

