東京都文京区音羽 1 丁目 1 番 7 号
正進社ホールディングスビル４階

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
株式会社ノア
代表取締役

野田頴克

記
対象製品

弊社取り扱い各社製品
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、次紙をご参照ください。
以上

2016 NOAH 価格改定ブランド
製品一覧

- 2016年11月1日 価格改定 -

2016

NOAH

希望小売価格改定表

ブランド名／品番

品名

Chameleon T

スピーカー・システム（ﾌﾛｱ型）

Chameleon B

スピーカー・システム（ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ型）

Chameleon C

センター・スピーカー・システム（1本）

Chameleon T WOOD

スピーカー・システム（ﾌﾛｱ型）

Chameleon B WOOD

スピーカー・システム（ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ型）

Chameleon C WOOD

センター・スピーカー（1本）

Stand Chameleon

ChameleonB用ｽﾋﾟｰｶｰ･ｽﾀﾝﾄﾞ

Side Panel Chameleon T

ChameleonT用ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ (4枚)

Side Panel Chameleon B

ChameleonB用ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ (4枚)

Side Panel Chameleon C

ChameleonC用ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ (2枚)

従来価格(税別)

Side Panel Chameleon T WOOD ChameleonT用ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ (4枚)
Side Panel Chameleon B WOOD ChameleonB用ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ (4枚)
Side Panel Chameleon C WOOD ChameleonC用ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ (2枚)
Venere Signature WD/BK/WH スピーカー・システム（ﾌﾛｱ型）
Venere 3.0 BK / WH

スピーカー・システム（ﾌﾛｱ型）

Venere 3.0 WOOD

スピーカー・システム（ﾌﾛｱ型）

Venere 2.5 BK / WH

スピーカー・システム（ﾌﾛｱ型）

Venere 2.5 WOOD

スピーカー・システム（ﾌﾛｱ型）

Venere 2.0 BK / WH

スピーカー・システム（ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ型）

Venere 2.0 WOOD

スピーカー・システム（ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ型）

Venere 1.5 BK / WH

スピーカー・システム（ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ型）

Venere 1.5 WOOD

スピーカー・システム（ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ型）

Venere Stand

Venere1.5/2.0用 ｽﾋﾟｰｶｰ・ｽﾀﾝﾄﾞ

Venere Center BK / WH

センター・スピーカー（1本）

Venere Center WOOD

センター・スピーカー（1本）

Venere Wall BK / WH

壁掛けスピーカー（１本）

Venere Wall WOOD

壁掛けスピーカー（１本）

Olympica III

スピーカー・システム（ﾌﾛｱ型）

Olympica II

スピーカー・システム（ﾌﾛｱ型）

Olympica I

スピーカー・システム（ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ型）

Stand Olympica

Olympica Ⅰ用ｽﾋﾟｰｶｰ･ｽﾀﾝﾄﾞ

Olympica Center

センター・スピーカー（1本）

Stand Olympica Center

Olympica center用ｽﾋﾟｰｶｰ･ｽﾀﾝﾄﾞ

Elipsa Red (Red violin)

スピーカー・システム（ﾌﾛｱ型）

Guarneri evolution RD/BK

スピーカー・システム（ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ型）

Amati Futura RD/BK

スピーカー・システム（ﾌﾛｱ型）

IL CREMONESE RD/WN

スピーカー・システム（ﾌﾛｱ型）

Lilium RD/WD

スピーカー・システム（ﾌﾛｱ型）

Aida RD/WD

スピーカー・システム（ﾌﾛｱ型）

GSi75

真空管インテグレーテッドアンプ

GSPre

真空管プリアンプ

GS150

真空管ステレオパワーアンプ

REFERENCE 75SE

真空管ステレオパワーアンプ

1/3
新価格(税別)

ソナス・ファベール
¥340,000
¥168,000
¥150,000
¥84,000
¥84,000
新製品
¥440,000
新製品
¥180,000
新製品
¥100,000
新製品
¥36,000
¥68,000
¥68,000
¥29,000
¥29,000
¥9,000
¥9,000
新製品
¥150,000
新製品
¥58,000
新製品
¥20,000
新製品
¥790,000
¥580,000
¥530,000
¥660,000
¥590,000
¥430,000
¥390,000
¥520,000
¥470,000
¥260,000
¥240,000
¥320,000
¥290,000
¥190,000
¥175,000
¥240,000
¥220,000
¥72,000
¥68,000
¥110,000
¥105,000
¥138,000
¥125,000
¥132,000
¥125,000
¥155,000
¥148,000
¥1,900,000
¥1,700,000
¥1,400,000
¥1,150,000
¥890,000
¥780,000
¥170,000
¥150,000
¥790,000
¥650,000
¥100,000
¥85,000
¥2,800,000
¥2,400,000
¥2,500,000
¥2,200,000
¥4,300,000
¥3,800,000
¥5,800,000
¥5,500,000
¥9,400,000
¥8,600,000
¥14,600,000
¥12,500,000
¥368,000

価格据置

価格据置
価格据置
価格据置

オーディオ・リサーチ
¥2,000,000
¥2,400,000
¥1,950,000
¥3,000,000
¥2,580,000
¥1,500,000
¥1,380,000
¥2,380,000

＊スピーカー、スタンドはペア価格です。アンプは１台単位です。
＊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。（税別）

新価格適用日 ： 2016年11月1日

2016
ブランド名／品番

NOAH

希望小売価格改定表

品名

従来価格(税別)

101

インテグレーテッドアンプ

¥1,450,000

032

インテグレーテッドアンプ

¥3,150,000

099

プリアンプ（DAC内蔵）

¥1,700,000

035

プリアンプ

¥1,780,000

input MC module
808Mk5 Basic

035用追加モジュール

¥128,000

リファレンス・プリアンプ

¥5,100,000

input module Line

808Mk5用追加モジュール

¥230,000

input MC module

808Mk5用追加モジュール

¥440,000

input MM module

808Mk5用追加モジュール

¥350,000

Output module

808Mk5用追加モジュール

¥540,000

077 with PSU

ﾘﾌｧﾚﾝｽ・ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ(別筐体電源)

¥7,000,000

077

ﾘﾌｧﾚﾝｽ・ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ

¥5,000,000

input module DAC
input MC/MM module
100

¥560,000

077用追加モジュール

¥560,000

077用追加モジュール(MC or MM)

¥2,750,000

リファレンス・フォノイコライザーアンプ
100用追加モジュール

¥390,000

036

ステレオ・パワーアンプ

¥1,750,000

911Mk3

リファレンス・ステレオ・パワーアンプ

¥3,800,000

102

ＣＤプレーヤー

¥1,200,000

061

ＣＤプレーヤー

¥2,000,000

069 with PSU

ﾘﾌｧﾚﾝｽ・ＣＤﾌﾟﾚｰﾔｰ(別筐体電源)

¥8,200,000

069

ﾘﾌｧﾚﾝｽ・ＣＤﾌﾟﾚｰﾔｰ

¥6,400,000

113

USB DAC

B30

スピーカー・システム（ﾌﾛｱ型）

V1

ラック

¥530,000

V3

ラック

¥620,000

FIREBIRD

2ｱｰﾑ対応ｱｰﾑﾚｽ･ターンテーブル

BLACKBIRD 2

2ｱｰﾑ対応ｱｰﾑﾚｽ･ターンテーブル

WOODPECKER 2

1ｱｰﾑ対応ｱｰﾑﾚｽ･ターンテーブル

Protractor NG

ｱｰﾑ・ｶｰﾄﾘｯｼﾞ設置冶具

A/D converter module

AXIOM Silver Gloss finish＊ 12インチ・リファレンス・トーンアーム
AXIOM black/silver matt

12インチ・リファレンス・トーンアーム

AQUILAR black/silver matt 10インチ・トーンアーム
arché 24ct gold

ユニヴァーサル・ヘッドシェル

arché rhodium

ユニヴァーサル・ヘッドシェル

arché satin black/silver

ユニヴァーサル・ヘッドシェル

Aiwon

MCカートリッジ

Archon

MCカートリッジ

Aggelos silver lead wire

純銀リッツ線シェル・リード

SMARTractor

ｱｰﾑ・ｶｰﾄﾘｯｼﾞ設置冶具

SMARTstylus

ｱﾅﾛｸﾞ・ｶｰﾄﾘｯｼﾞ設置冶具

¥690,000
¥1,560,000

2/3
新価格(税別)

ブルメスター
¥1,200,000
¥2,500,000
¥1,400,000
¥1,450,000
¥110,000
¥4,500,000
¥190,000
¥370,000
¥290,000
¥460,000
¥6,000,000
¥4,400,000
¥490,000
¥490,000
¥2,350,000
¥340,000
¥1,380,000
¥3,300,000
¥1,000,000
¥1,650,000
¥7,000,000
¥5,600,000
¥590,000
¥1,560,000
¥460,000
¥540,000

価格据置

ドクトル・ファイキャルト
¥1,550,000
¥1,100,000
¥940,000
¥780,000
¥670,000
¥36,500
¥35,000
¥1,800,000

アコースティカル・システムズ
新製品
¥2,000,000
¥1,900,000
¥1,900,000
¥980,000
¥950,000
¥110,000
¥110,000
¥95,000
¥95,000
¥74,000
¥74,000
新製品
¥690,000
¥380,000
¥380,000
¥13,500
¥13,500
¥85,000
¥85,000
¥13,000
¥13,000

価格据置
価格据置
価格据置
価格据置
価格据置
価格据置
価格据置
価格据置

＊AXIOM Silver Gloss finish は今後発表する新仕上げです。

＊スピーカー、スタンドはペア価格です。アンプは１台単位です。
＊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。（税別）

新価格適用日 ： 2016年11月1日

2016
ブランド名／品番

NOAH

希望小売価格改定表

品名

従来価格(税別)

CLN-LP200

超音波振動式レコード・クリーナー

¥700,000

CLN-LP200S*

超音波振動式レコード・クリーナー

新製品

ATL-RCM05

CLN-LP200用ディスク・ローダー

SIL-02*

CLN-LP200用サイレンサー

ADT-LP07/LP10

７インチ/10インチ用・アダプター

¥420,000
新製品
¥22,000

3/3
新価格(税別)
クラウディオ
¥700,000
¥650,000
¥450,000
¥280,000
¥22,000

価格据置

価格据置

*印は今後発表する新製品です。

NeoFlex M-3

ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ 3個ｾｯﾄ

NeoFlex M-4

ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ 4個ｾｯﾄ

NeoFlex L-3

ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ 3個ｾｯﾄ

NeoFlex L-4

ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ 4個ｾｯﾄ

NeoFlex XL-3

ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ 3個ｾｯﾄ

NeoFlex XL-4

ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ 4個ｾｯﾄ

アルト・エクストレーモ
¥100,000
¥150,000
¥134,000
¥135,000
¥124,000
¥185,000
¥165,000
¥198,000
¥173,000
¥260,000
¥230,000
¥110,000

アージェンタム・アコースティクス
¥79,000
¥70,000
¥96,000
¥85,000
¥105,000
¥93,000
¥116,000
¥103,000
¥75,000
¥70,000
¥86,000
¥80,000
¥86,000
¥82,000
¥96,000
¥90,000
¥330,000
¥300,000
¥340,000
¥320,000

MYTHOS-RCA 1.0m

ライン・ケーブル（ｱﾝﾊﾞﾗﾝｽ）

MYTHOS-RCA 1.5m

ライン・ケーブル（ｱﾝﾊﾞﾗﾝｽ）

MYTHOS-XLR 1.0m

ライン・ケーブル（ﾊﾞﾗﾝｽ）

MYTHOS-XLR 1.5m

ライン・ケーブル（ﾊﾞﾗﾝｽ）

ARGENTO 1.0m

デジタル・ケーブル（同軸）

ARGENTO 1.5m

デジタル・ケーブル（同軸）

MILLENIA 1.0m

デジタル・ケーブル（AES-EBU）

MILLENIA 1.5m

デジタル・ケーブル（AES-EBU）

AUREUS-2 3.0m

スピーカー・ケーブル(ｼﾝｸﾞﾙﾜｲﾔ)

AUREUS-2BW 3.0m

スピーカー・ケーブル（ﾊﾞｲﾜｲﾔ）

Y ter 1.5m

スピーカー・ケーブル(ｼﾝｸﾞﾙﾜｲﾔ・ﾊﾞﾅﾅ)

¥158,000

Y ter 2.0m

スピーカー・ケーブル(ｼﾝｸﾞﾙﾜｲﾔ・ﾊﾞﾅﾅ)

¥185,000

Y ter 3.0m

スピーカー・ケーブル(ｼﾝｸﾞﾙﾜｲﾔ・ﾊﾞﾅﾅ)

¥230,000

Y ter 5.0m

スピーカー・ケーブル(ｼﾝｸﾞﾙﾜｲﾔ・ﾊﾞﾅﾅ)

¥280,000

専用Ｙラグ

Y ter 専用Ｙラグ

Flexum S

ルーム・アコースティック･パネル

¥285,000

MODEL 1

ヴァキューム式レコード・クリーナー

¥135,000

MODEL 2.5Fi

ヴァキューム式レコード・クリーナー

FL 16oz(PURE 1/2)

補充液(PURE 2：ｱﾙｺｰﾙ含有)

FL 16oz(PUREnzyme+)

補充液

FL-G(PURE 1/2)

補充液 1ガロン(PURE 2：ｱﾙｺｰﾙ含有)

¥70,000

ラボラトリウム
¥140,000
¥175,000
¥210,000
¥260,000
¥65,000
¥260,000

ニッティ・グリッティ
¥120,000
¥268,000
¥230,000
¥5,200
¥5,200
¥5,800
¥5,800
¥25,000
¥25,000

価格据置
価格据置
価格据置

＊スピーカー、スタンドはペア価格です。アンプは１台単位です。
＊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。（税別）

新価格適用日 ： 2016年11月1日

＊本価格表に記載のないブランド（Wadia / BLADELIUS / ENIGMAcoustics / XLO）の各製品は価格据え置きです。

