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 RCA Cable 
 Silver Inspire Silver1 Ultimate Silver1 Silver2 Copper Inspire Copper1 Copper2 Copper3 FD 

0.9m ¥850,000 ¥710,000 ¥580,000 ¥430,000 ¥380,000 ¥260,000 ¥180,000 ¥130,000 ¥54,000 
1.5m ¥1,280,000 ¥1,040,000 ¥850,000 ¥580,000 ¥490,000 ¥330,000 ¥220,000 ¥160,000 ¥63,000 
2.4m ¥1,700,000 ¥1,460,000 ¥1,210,000 ¥810,000 ¥650,000 ¥410,000 ¥260,000 ¥180,000 ¥72,000 
3.0m ¥2,130,000 ¥1,800,000 ¥1,480,000 ¥950,000 ¥760,000 ¥490,000 ¥300,000 ¥200,000 ¥83,000 

・表記以外の長さもカスタムで製作致します。  ・ロジウムメッキコネクタへのアップグレードは、10,000 円（税抜）となります。  ・XLR/RCA ケーブルも製作可能です。 

 
 XLR Cable 
 Silver Inspire Silver1 Ultimate Silver1 Silver2 Copper Inspire Copper1 Copper2 Copper3 FD 

0.9m ¥1,040,000 ¥920,000 ¥600,000 ¥490,000 ¥460,000 ¥370,000 ¥240,000 ¥180,000 ¥69,000 

1.5m ¥1,490,000 ¥1,330,000 ¥910,000 ¥680,000 ¥610,000 ¥490,000 ¥290,000 ¥200,000 ¥78,000 

2.4m ¥2,080,000 ¥1,880,000 ¥1,360,000 ¥880,000 ¥830,000 ¥630,000 ¥340,000 ¥230,000 ¥87,000 

3.0m ¥2,530,000 ¥2,330,000 ¥1,670,000 ¥1,080,000 ¥1,020,000 ¥760,000 ¥390,000 ¥260,000 ¥96,000 

・表記以外の長さもカスタムで製作致します。  ・ロジウムメッキコネクタへのアップグレードは、30,000 円（税抜）となります。  ・XLR/RCA ケーブルも製作可能です。 

 
 Phono Cable 
 Silver Inspire Copper Inspire Copper 2 FD Phono 

1.2m ¥950,000 ¥590,000 ¥290,000 ¥129,000

・端子形状は RCA/RCA、RCA-L 型/RCA、DIN ストレート/RCA、DIN－L 型/RCA から選択可能です。

・下流側は XLR 仕様(バランス仕様)の選択も可能です。 
・上記以外の長さもカスタムで製作致します。 
 
 Super Tweeter Cable 
 Silver1 ST-WP 

（合金パウダ有）
Silver1 ST-NP 

（合金パウダ無） 
Copper1 ST-WP 
（合金パウダ有）

Copper1 ST-NP 
（合金パウダ無） 

Copper2 ST-WP 
（合金パウダ有） 

1.5m ¥740,000 ¥550,000 ¥520,000 ¥330,000 ¥200,000 
2.4m ¥710,000 ¥410,000 

・上記以外の長さもカスタムで製作致します。 
・端子はスペード、バナナ（ストレートバナナ）のいずれかをご指定下さい。 
・ロジウムメッキのスペードまたはバナナプラグへのアップグレードは、10,000 円（税別）となります。 
 
 Jumper Cable 
 Silver1 JP Silver2 JP Copper1 JP Copper2 JP 

Spade/ Spade ¥390,000 ¥340,000 ¥220,000 ¥55,000 
Banana/ Banana ¥390,000 ¥340,000 ¥220,000 ¥55,000 

・端子仕様は上記以外に、Spade と Banana の混在仕様も選択可能です。 



 Speaker Cable 標準仕様 
 Silver Inspire Silver1 Ultimate Silver1 Silver2 Copper Inspire Copper1 Copper2 Copper3 FD 

1.8m ¥2,460,000 ¥2,270,000 ¥1,930,000 ¥1,270,000 ¥930,000 ¥870,000 ¥390,000 ¥250,000 ¥107,000 
2.4m ¥3,150,000 ¥2,920,000 ¥2,390,000 ¥1,600,000 ¥1,110,000 ¥990,000 ¥450,000 ¥260,000 ¥123,000 
3.0m ¥3,850,000 ¥3,560,000 ¥2,920,000 ¥1,920,000 ¥1,280,000 ¥1,100,000 ¥500,000 ¥280,000 ¥139,000 
6.0m     ¥2,170,000 ¥1,880,000 ¥840,000 ¥370,000 ¥220,000 

・詳細は Speaker Cable 共通事項をご参照下さい。 

 
 Speaker Cable バイワイヤ（スプリットバイワイヤ） 
 Silver1 Silver2 Copper1 

1.8m ¥2,010,000 ¥1,350,000 ¥950,000 
2.4m ¥2,480,000 ¥1,680,000 ¥1,070,000 
3.0m ¥3,010,000 ¥2,000,000 ¥1,180,000 
6.0m   ¥1,970,000 

・詳細は Speaker Cable 共通事項をご参照下さい。 
 
 Speaker Cable バイワイヤ（導体 2 倍使用） 
 Copper2 Copper3 FD 

1.8m ¥630,000 ¥350,000 ¥150,000 
2.4m ¥720,000 ¥400,000 ¥171,000 
3.0m ¥830,000 ¥440,000 ¥193,000 

6.0m ¥1,380,000 ¥650,000 ¥301,000 

・詳細は Speaker Cable 共通事項をご参照下さい。 
 
 Speaker Cable バーチカルバイワイヤ（導体 2 倍使用） 
 Copper2 Copper3 FD 

1.8m ¥700,000 ¥420,000 ¥177,000 
2.4m ¥800,000 ¥460,000 ¥200,000 
3.0m ¥910,000 ¥500,000 ¥224,000 
6.0m ¥1,460,000 ¥710,000 ¥332,000 

・詳細は Speaker Cable 共通事項をご参照下さい。 
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Speaker Cable 共通事項 

 表記以外の長さもカスタムで製作致します。 

 スピーカケーブルはスペード、バナナ（ストレートバナナ）、ロッキングバナナ（ストレートバナ

ナ）のいずれかをご指定下さい。 

 ロッキングバナナ（ストレートバナナ）は、10,000 円（税抜）の追加となります。 

 標準ケーブルのロジウムメッキのスペードまたはバナナプラグへのアップグレードは、10,000 円

（税抜）の追加となります。 

 バイワイヤ並びにバーチカルバイワイヤのロジウムメッキのスペードまたはバナナプラグへのア

ップグレードは、20,000 円（税抜）の追加となります。 


