
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル名 フィニッシュ
希望小売価格

（税込）
販売単位

バンタブラック・グロス ¥7,480,000 ／ペア
アリアブルー・メタリック ¥7,480,000 ／ペア
ソニックシルバー・メタリック ¥7,480,000 ／ペア
ハーモニーホワイト・グロス ¥7,480,000 ／ペア
カーボンブラック・グロス ¥7,480,000 ／ペア
カスタム （受注生産） ¥8,976,000 ／ペア
バンタブラック・グロス ¥5,280,000 ／ペア
アリアブルー・メタリック ¥5,280,000 ／ペア
ソニックシルバー・メタリック ¥5,280,000 ／ペア
ハーモニーホワイト・グロス ¥5,280,000 ／ペア
カーボンブラック・グロス ¥5,280,000 ／ペア
カスタム （受注生産） ¥6,336,000 ／ペア
バンタブラック・グロス ¥3,520,000 ／ペア
アリアブルー・メタリック ¥3,520,000 ／ペア
ソニックシルバー・メタリック ¥3,520,000 ／ペア
ハーモニーホワイト・グロス ¥3,520,000 ／ペア
カーボンブラック・グロス ¥3,520,000 ／ペア
カスタム （受注生産） ¥4,224,000 ／ペア
バンタブラック・グロス ¥1,980,000 ／ペア
アリアブルー・メタリック ¥1,980,000 ／ペア
ソニックシルバー・メタリック ¥1,980,000 ／ペア
ハーモニーホワイト・グロス ¥1,980,000 ／ペア
カーボンブラック・グロス ¥1,980,000 ／ペア
カスタム （受注生産） ¥2,376,000 ／ペア
バンタブラック・グロス ¥1,650,000 ／ペア
アリアブルー・メタリック ¥1,650,000 ／ペア
ソニックシルバー・メタリック ¥1,650,000 ／ペア
ハーモニーホワイト・グロス ¥1,650,000 ／ペア
カーボンブラック・グロス ¥1,650,000 ／ペア
カスタム （受注生産） ¥1,980,000 ／ペア

PERSONA 9H

PERSONA 7F

PERSONA 5F

PERSONA 3F

PERSONA B
スターターセット
（スタンド付属）

サランネット カラー
希望小売価格

（税込）
販売単位

ブラック ¥66,000 ／ペア
スレート ¥66,000 ／ペア
シルバー ¥66,000 ／ペア
ブラック ¥50,600 ／ペア
スレート ¥50,600 ／ペア
シルバー ¥50,600 ／ペア
ブラック ¥50,600 ／ペア
スレート ¥50,600 ／ペア
シルバー ¥50,600 ／ペア
ブラック ¥33,000 ／ペア
スレート ¥33,000 ／ペア
シルバー ¥33,000 ／ペア

PERSONA 9H/7F

PERSONA 5F

PERSONA 3F

PERSONA B

モデル名 フィニッシュ
希望小売価格

（税込）
販売単位

ミッドナイト・チェリー ¥1,210,000 ／ペア
ピアノ・ブラック ¥1,210,000 ／ペア
ウォルナット ¥1,210,000 ／ペア
ブラック・ウォルナット ¥1,210,000 ／ペア
ミッドナイト・チェリー ¥770,000 ／ペア
ピアノ・ブラック ¥770,000 ／ペア
ウォルナット ¥770,000 ／ペア
ブラック・ウォルナット ¥770,000 ／ペア
ミッドナイト・チェリー ¥385,000 ／１本
ピアノ・ブラック ¥385,000 ／１本
ウォルナット ¥385,000 ／１本
ブラック・ウォルナット ¥385,000 ／１本
ミッドナイト・チェリー ¥550,000 ／ペア
ピアノ・ブラック ¥550,000 ／ペア
ウォルナット ¥550,000 ／ペア
ブラック・ウォルナット ¥550,000 ／ペア
ミッドナイト・チェリー ¥253,000 ／１本
ピアノ・ブラック ¥253,000 ／１本
ウォルナット ¥253,000 ／１本
ブラック・ウォルナット ¥253,000 ／１本
ミッドナイト・チェリー ¥385,000 ／ペア
ピアノ・ブラック ¥385,000 ／ペア
ウォルナット ¥385,000 ／ペア
ブラック・ウォルナット ¥385,000 ／ペア
ミッドナイト・チェリー ¥440,000 ／ペア
ピアノ・ブラック ¥440,000 ／ペア
ウォルナット ¥440,000 ／ペア
ブラック・ウォルナット ¥440,000 ／ペア

モデル名 フィニッシュ
希望小売価格

（税込）
販売単位

J-18C V2 ブラック＋ダークグレイメタリック ¥44,000 ／１本

Founder 120H

Founder 100F

Founder 90C

Founder ８０F

Founder 70LCR

Founder 40B
スターターセット

（SAS-FS40B付）

Founder 40B

SAS-FS40B ブラック ¥77,000 ／ペア

J-29 V2 ブラック＋ダークグレイメタリック ¥44,000 ／ペア



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル名 フィニッシュ
希望小売価格

（税込）
販売単位

グロス・ブラック ¥352,000 ／ペア
グロス・ホワイト ¥352,000 ／ペア
エスプレッソ・グレイン ¥352,000 ／ペア
グロス・ブラック ¥275,000 ／ペア
グロス・ホワイト ¥275,000 ／ペア
エスプレッソ・グレイン ¥275,000 ／ペア
グロス・ブラック ¥176,000 ／１本
グロス・ホワイト ¥176,000 ／１本
エスプレッソ・グレイン ¥176,000 ／１本
グロス・ブラック ¥137,500 ／１本
グロス・ホワイト ¥137,500 ／１本
エスプレッソ・グレイン ¥137,500 ／１本
グロス・ブラック ¥165,000 ／ペア
グロス・ホワイト ¥165,000 ／ペア
エスプレッソ・グレイン ¥165,000 ／ペア
サテン・ブラック ¥121,000 ／ペア
グロス・ホワイト ¥121,000 ／ペア
エスプレッソ・グレイン ¥121,000 ／ペア

J-18C V2 ブラック＋ダークグレイメタリック ¥44,000 ／１本

J-29 V2 ブラック＋ダークグレイメタリック ¥44,000 ／ペア

PREMIER 800F

PREMIER 700F

PREMIER 600C

PREMIER 500C

PREMIER 200B

PREMIER 100B

モデル名 フィニッシュ
希望小売価格

（税込）
販売単位

マット・ブラック ¥242,000 ／ペア
グロス・ホワイト ¥242,000 ／ペア
マット・ブラック ¥143,000 ／ペア
グロス・ホワイト ¥143,000 ／ペア
マット・ブラック ¥110,000 ／ペア
グロス・ホワイト ¥110,000 ／ペア
マット・ブラック ¥33,000 ／本
グロス・ホワイト ¥33,000 ／本
マット・ブラック ¥55,000 ／ペア
グロス・ホワイト ¥55,000 ／ペア

MONITOR SE
8000F

MONITOR SE
6000F

MONITOR SE
3000F

MONITOR SE
2000C

J-29 V2 ブラック＋ダークグレイメタリック ¥44,000 ／ペア

MONITOR SE
ATOM

J-18C V2 ブラック＋ダークグレイメタリック ¥44,000 ／1本
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モデル名 フィニッシュ
希望小売価格

（税込）
販売単位

グロスブラック ¥1,430,000 ／ペア
ウォルナット ¥1,430,000 ／ペア
ダークチェリー ¥1,430,000 ／ペア

Classic ESL 9

モデル名 フィニッシュ
希望小売価格

（税込）
販売単位

EM-ESL X ピアノブラック ¥880,000 ／ペア

3.5S ¥264,000

モデル名

2.0S

希望小売価格　（税込）

¥396,000

¥385,0003.0S

モデル名 カラー
希望小売価格

（税込）
ホワイト オープン価格
ブラック オープン価格
ホワイト オープン価格
ブラック オープン価格
ホワイト オープン価格
ブラック オープン価格
ホワイト オープン価格
ブラック オープン価格
ホワイト オープン価格
ブラック オープン価格
ホワイト オープン価格
ブラック オープン価格
ホワイト オープン価格
ブラック オープン価格
ホワイト オープン価格
ブラック オープン価格

PULSE 2i

NODE

POWERNODE

NODE 2i

POWERNOD2i

PILSE MINI 2i

VAULT 2i

PULSE FLEX 2i

モデル名 カラー
希望小売価格

（税込）
ホワイト オープン価格
ブラック オープン価格

BP100

BLS RC1 ブラック オープン価格


