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 RCA / XLR Cable 

長さ・品名 Noir(ノアール) Rouge(ルージュ) Mauve(モーヴ) Orange(オランジュ) Gris(グリ) 
RCA XLR RCA XLR RCA XLR RCA XLR RCA XLR 

0.5m ¥608,300 ¥913,000 ¥304,700 ¥456,500 ¥152,900 ¥228,800 ¥77,000 ¥114,400 ¥38,500 ¥57,200 

1.0m ¥761,200 ¥1,140,700 ¥380,600 ¥570,900 ¥190,300 ¥286,000 ¥95,700 ¥143,000 ¥48,400 ¥71,500 

1.5m ¥913,000 ¥1,369,500 ¥456,500 ¥685,300 ¥228,800 ¥343,200 ¥114,400 ¥171,600 ¥57,200 ¥85,800 

2.0m ¥1,064,800 ¥1,597,200 ¥532,400 ¥798,600 ¥266,200 ¥399,300 ¥133,100 ¥200,200 ¥67,100 ¥1,00,100 

2.5m ¥1,216,600 ¥1,824,900 ¥608,300 ¥913,000 ¥304,700 ¥456,500 ¥152,900 ¥228,800 ¥77,000 ¥114,400 

3.0m ¥1,369,500 ¥2,053,700 ¥685,300 ¥1,027,400 ¥343,200 ¥513,700 ¥171,600 ¥257,400 ¥85,800 ¥128,700 

+1.0m 毎 ¥304,700 ¥456,500 ¥152,900 ¥28,800 ¥77,000 ¥114,400 ¥38,500 ¥57,200 ¥19,800 ¥28,600 
・XLR/RCA ケーブルも製作可能。価格は XLR と同価格。 
・Noir、Rouge の RCA 端子と XLR 端子はロジウムメッキ、その他のシリーズの端子は金メッキが標準 

 
 Phono Cable 

長さ・品名 Rouge(ルージュ) Mauve(モーヴ) Orange(オランジュ) 
RCA/RCA SDIN/RCA RCA/RCA SDIN/RCA RCA/RCA SDIN/RCA 

1.0m ￥436,700  ￥229,900  ￥119,900  
1.25m  ¥380,600  ¥190,300  ¥95,700 
1.5m ￥531,300  ￥278,300  ￥143,000  

・RCA/RCA 仕様のフォノケーブルはラインケーブル+グランドケーブルの価格となります。 
 
 Speaker Cable 

長さ・品名 Noir(ノアール) Rouge(ルージュ) Mauve(モーヴ) Orange(オランジュ) Gris(グリ) 
1.0m ¥855,800 ¥427,900 ¥214,500 ¥107,800 ¥53,900 
1.5m ¥950,400 ¥475,200 ¥237,600 ¥118,800 ¥59,400 
2.0m ¥1,046,100 ¥523,600 ¥261,800 ¥130,900 ¥66,000 
2.5m ¥1,140,700 ¥570,900 ¥286,000 ¥143,000 ¥71,500 
3.0m ¥1,331,000 ¥665,500 ¥333,300 ¥167,200 ¥83,600 
3.5m ¥1,521,300 ¥761,200 ¥380,600 ¥190,300 ¥95,700 
4.0m ¥1,597,200 ¥855,800 ¥427,900 ¥214,500 ¥107,800 
4.5m ¥1,900,800 ¥950,400 ¥475,200 ¥237,600 ¥118,800 
5.0m ¥2,091,100 ¥1,046,100 ¥523,600 ¥261,800 ¥130,900 

+1.0m 毎 ¥380,600 ¥190,300 ¥95,700 ¥48,400 ¥24,200 
・端子は Sapde とストレート Banana から選べます。Spade と Banana の混在も可能。価格は端子の種類に関係なく全て同価格。 
・Noir、Rouge の Spade 端子と Banana 端子はロジウムメッキ、その他のシリーズの端子は金メッキが標準 
・シングルワイヤー仕様のみ。 

 
 Jumper Cable 

長さ・品名 Noir(ノアール) Rouge(ルージュ) Mauve(モーヴ) Orange(オランジュ) Gris(グリ) 
Spade/ Spade ¥103,400 ¥63,800 ¥48,400 ¥31,900 ¥24,200 

Banana/ Banana ¥103,400 ¥63,800 ¥48,400 ¥31,900 ¥24,200 

・Noir、Rouge の Spade 端子と Banana 端子はロジウムメッキ、その他のシリーズの端子は金メッキが標準。 
・端子は Sapde とストレート Banana から選べます。Spade と Banana の混在も可能。価格は端子の種類に関係なく全て同価格。 

 
 



 
 Ground Cable 

長さ・品名 Rouge(ルージュ) Mauve(モーヴ) Orange(オランジュ) 
1.25m ¥56,100 ¥39,600 ¥24,200 
1.75m ¥74,800 ¥49,500 ¥28,600 

・Rouge はロジウムメッキ Spade。Orange と MOUVE 金メッキ Spade。 
 
 
 SPDIF Cable 

長さ・品名 Noir(ノアール) Rouge(ルージュ) Mauve(モーヴ) Orange(オランジュ) Gris(グリ) 
0.5m ¥304,700 ¥152,900 ¥77,000 ¥38,500 ¥19,800 
1.0m ¥380,600 ¥190,300 ¥95,700 ¥48,400 ¥24,200 
1.5m ¥456,500 ¥228,800 ¥114,400 ¥57,200 ¥28,600 
2.0m ¥532,400 ¥266,200 ¥133,100 ¥67,100 ¥34,100 

+1.0m 毎 ¥152,900 ¥77,000 ¥38,500 ¥19,800 ¥ 9,900 
・端子は、RCA、BNC、RCA と BNＣの混在から選べます。価格はいずれの仕様も同価格です。 

 
 
 USB Cable 

長さ・品名 Rouge(ルージュ) Mauve(モーヴ) Orange(オランジュ) Gris(グリ) 
1.0m ¥380,600 ¥190,300 ¥95,700 ¥48,400 
1.5m ¥456,500 ¥208,800 ¥114,400 ¥57,200 
2.0m ¥532,400 ¥266,200 ¥133,100 ¥67,100 

・端子仕様は、入力側 A 端子 / 出力側 B 端子。 
・端子仕様は、入力側 A 端子 / 出力側 C 端子も製作可能 (Rouge を除く)。 

 
 
 Ethernet Cable                                                                        ●  POWER CABLE 

長さ・品名 Mauve(モーヴ) Orange(オランジュ) 
1.0m ¥214,500 ¥107,800 
1.5m ¥237,600 ¥118,800 
2.0m ¥261,800 ¥130,900 
2.5m ¥286,000 ¥143,000 
3.5m ¥333,300 ¥167,200 
4.0m ¥380,600 ¥190,300 

+1.0m 毎 ¥95,700 ¥48,400 
 

 
 
 SUT (MC Phono Cartridges 用 Step-up Transformer) 

品名 Rouge(ルージュ) Orange(オランジュ) 
 ¥957,000 ¥495,000 

・入出力端子共に RCA 
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長さ・品名 Mauve(モーヴ) Orange(オランジュ) Gris(グリ) 
1.0m ¥190,300 ¥143,000 ¥71,500 
1.5m ¥237,600 ¥167,200 ¥83,600 
2.0m ¥286,000 ¥190300 ¥95,700 

+1.0m 毎 ¥95,700 ¥48400 ¥ 24,200 
・Power Cable は AUDIA 社製品専用補修パーツとしての販売となります。 
・20A 仕様も同価格で製作可能 


