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ACOUSTIC REVIVE製品　新価格一覧

品名 型番 旧定価(税抜) 新定価(税抜)
特注価格 (税抜)  
※変更無

電源ケーブル POWER SENSUAL-MD-K ¥318,000 ¥349,800 50cmあたり　
￥24,000

電源ケーブル POWER STANDARD TripleC-FM ¥38,000 ¥41,800 50cmあたり　
￥5,000

電源ケーブル AC-2.0 TripleC ¥18,000 ¥19,800 50cmあたり　
￥5,000

電源ケーブル
POWER STANDARD TripleC-FM-
MG ¥38,000 ¥41,800 50cmあたり　

￥5,000

電源ケーブル AC-2.0 TripleC-MG ¥23,000 ¥25,300 50cmあたり　
￥5,000

アナログオーディオケーブル RCA-absolute-FM ¥880,000 ¥980,000 50cmあたり　
￥380,000

アナログオーディオケーブル
RCA-absolute-FM
FMなし仕様 ¥860,000 ¥960,000 50cmあたり　

￥380,000

アナログオーディオケーブル RCA-1.0TripleC-FM ¥168,000 ¥184,800 50cmあたり　
￥56,000

アナログオーディオケーブル
RCA-1.0TripleC-FM
1.4 x 1.8mm 導体仕様 ¥198,000 ¥217,800 50cmあたり　

￥68,000

アナログオーディオケーブル LINE-1.0R-TripleC-FM ¥28,000 ¥30,800 50cmあたり　
￥12,000

アナログオーディオケーブル XLR-absolute-FM ¥980,000 ¥1,080,000 50cmあたり　
￥480,000

アナログオーディオケーブル
XLR-absolute-FM
FMなし仕様 ¥960,000 ¥1,060,000 50cmあたり　

￥480,000

アナログオーディオケーブル XLR-1.0TripleC-FM ¥188,000 ¥206,800 50cmあたり　
￥62,000

アナログオーディオケーブル
XLR-1.0TripleC-FM
1.4 x 1.8mm 導体仕様 ¥218,000 ¥239,800 50cmあたり　

￥88,000

アナログオーディオケーブル LINE-1.0X-TripleC-FM ¥38,000 ¥41,800 50cmあたり　
￥12,000

デジタルオーディオケーブル COX-absolute-FM ¥480,000 ¥580,000 50cmあたり　
￥200,000

デジタルオーディオケーブル COX-1.0TripleC-FM ¥88,000 ¥96,800 50cmあたり　
￥28,000

デジタルオーディオケーブル DIGITAL-1.0R-TripleC-FM ¥16,000 ¥17,600 1mあたり　
￥7,000

デジタルオーディオケーブル AES-absolute-FM ¥580,000 ¥680,000 50cmあたり　
￥240,000

デジタルオーディオケーブル AES-1.0TripleC-FM ¥98,000 ¥107,800 50cmあたり　
￥31,000

デジタルオーディオケーブル DIGITAL-1.0X-TripleC-FM ¥21,000 ¥23,100 1mあたり　
￥7,000

ギターシールド GB-TripleC-FM (3m) ¥24,000 ¥26,400 1mあたり　
￥7,000

ギターシールド GB-TripleC-FM (5m) ¥38,000 ¥41,800 1mあたり　
￥7,000

ギターシールド GB-TripleC-FM (7m) ¥52,000 ¥57,200 1mあたり　
￥7,000

ギターシールド GB-TripleC-FM (10m) ¥73,000 ¥80,300 1mあたり　
￥7,000

パッチケーブル PC-FM ¥9,800 ¥10,800 30cm以降
10cmあたり￥700

ＵＳＢケーブル USB-1.0SP-TripleC ¥58,000 ¥63,800 50cmあたり　
￥15,000

ＵＳＢケーブル USB-1.0PL-TripleC ¥48,000 ¥52,800 50cmあたり　
￥15,000

ＵＳＢケーブル R-AU1-SP ¥22,000 ¥24,200 1mあたり　
￥5,000

ＵＳＢケーブル R-AU1-PL ¥18,000 ¥19,800 1mあたり　
￥5,000

ＵＳＢケーブル USB-TRES ¥58,000 ¥63,800 50cmあたり　
￥28,000

ＬＡＮケーブル LAN-QUADRANT-TripleC ¥88,000 ¥96,800 50cmあたり　
￥48,000
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品名 型番 旧定価(税抜) 新定価(税抜)
特注価格 (税抜)  
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ＬＡＮケーブル LAN-0.5 Triple C ¥33,000 ¥36,300 10cmあたり　
￥1,000

ＬＡＮケーブル LAN-1.0 Triple C ¥38,000 ¥41,800 10cmあたり　
￥1,000

ＬＡＮケーブル R-AL1 (1m) ¥18,500 ¥20,400 1mあたり　
￥5,000

ＬＡＮケーブル R-AL1 (5m) ¥38,500 ¥42,400 1mあたり　
￥5,000

クロックケーブル COX-1.0TripleC-FM-BNC ¥88,000 ¥96,800 50cmあたり　
￥28,000

クロックケーブル CLOCK-1.0BNC-TripleC-FM ¥16,000 ¥17,600 1mあたり　
￥7,000

変換ケーブル PHONE～RCA-1.0TrioleC-FM ¥178,000 ¥195,800 50cmあたり　
￥58,000

変換ケーブル PHONE～XLR-1.0TrioleC-FM ¥198,000 ¥217,800 50cmあたり　
￥58,000

変換ケーブル CP-10PT ¥20,000 ¥22,000

イヤホンケーブル REC-absolute-FM ¥148,000 ¥162,800 10cmあたり　
￥8,800

スピーカーケーブル SPC-TripleC(1mﾍﾟｱ) ¥136,000 ¥149,600 50cmあたり　
￥68,000

スピーカーケーブル SPC-TripleC 4芯バイワイヤー(1mﾍﾟｱ) ¥176,000 ¥193,600 50cmあたり　
￥88,000

スピーカーケーブル SPC-TripleC ダブルバイワイヤー(1mﾍﾟｱ) ¥272,000 ¥299,200 50cmあたり　
￥136,000

切り売りケーブル POWER SENSUAL-TripleC18000 ¥24,000 ¥26,400

切り売りケーブル POWER STANDARD-TripleC8800 ¥8,800 ¥9,700

切り売りケーブル AC-TripleC4800 ¥4,800 ¥5,300

切り売りケーブル SPC-REFERENCE-TripleC ¥6,000 ¥6,600

切り売りケーブル SPC-AV ¥800 ¥900

フォノケーブル PHONO-1.2TripleC-FM (RCA) ¥248,000 ¥272,800

フォノケーブル PHONO-1.2TripleC-FM-B (XLR) ¥268,000 ¥294,800

フォノケーブル ANALOG-1.2TripleC-FM (RCA) ¥48,000 ¥52,800

フォノケーブル ANALOG-1.2TripleC-FM-B (XLR) ¥58,000 ¥63,800

アナログリード線 absolute-LEAD WIRE ¥80,000 ¥98,000

電源タップ RTP-2absolute ¥200,000 ¥230,000

電源タップ RTP-4absolute ¥240,000 ¥280,000

電源タップ RTP-6absolute ¥280,000 ¥330,000

電源タップ YTP-4R ¥34,000 ¥48,000

電源タップ YTP-6R ¥38,000 ¥55,000

電源コンディショナー RPC-1K ¥310,000 ¥341,000

ACスタビライザー RAS-14 TripleC ¥118,000 ¥129,800

コンセントベース CB-1DB ¥19,800 ¥21,800

リアリティエンハンサー RES-RCA ¥38,000 ¥41,800
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リアリティエンハンサー RES-XLR ¥48,000 ¥52,800

リアリティエンハンサー RET-RCA ¥38,000 ¥41,800

リアリティエンハンサー RET-XLR ¥48,000 ¥52,800

LANターミネーター RLT-1K ¥21,000 ¥23,100

USBターミネーター RUT-1 ¥18,000 ¥19,800

音質向上ショートピン SIP-8Q ¥15,800 ¥17,400

出力端子用防振プラグ IP-2Q ¥5,800 ¥6,400

グラウンディングコンディショナー RGC-24K ¥88,000 ¥96,800

LANアイソレーター RLI-1GB-TripleC ¥28,000 ¥30,800

ファインメットマルチノイズサプレッサー FNS-PHONE ¥38,000 ¥41,800
アコースティック・コンディショニング・エ
キサイター RWL-3 absolute ¥168,000 ¥184,800

ルームチューニング WS-1 ¥15,800 ¥17,400

アンダーボード RAF-48H ¥120,000 ¥132,000

アンダーボード RST-38H ¥64,000 ¥70,400

アンダーボード RST-38H　2枚組 ¥120,000 ¥132,000

アンダーボード TB-38H ¥50,000 ¥55,000

アンダーボード RHB-20 ¥24,000 ¥26,400

インシュレーター RKI-5005 ¥8,800 ¥9,800

天然クォーツインシュレーター RIQ-5010 ¥14,000 ¥18,000

天然クォーツインシュレーター RIQ-5010 ¥48,000 ¥64,000

天然クォーツインシュレーター RIQ-5010W ¥14,000 ¥18,000

天然クォーツインシュレーター RIQ-5010W ¥48,000 ¥64,000

クロロプレン・インシュレーター CP-4 ¥2,000 ¥2,200

ヒッコリーキューブ HQ-4 ¥4,650 ¥5,200
マグネットフローティング
インシュレーター RMF-1 ¥48,000 ¥52,800
マグネットフローティング
インシュレーター RMF-1 (3個) ¥140,000 ¥154,000
マグネットフローティング
インシュレーター RMF-1 (4個) ¥180,000 ¥198,000

スパイク受 SPU-4 ¥6,500 ¥7,200

スパイク受 SPU-8 ¥12,000 ¥13,200

スピーカースタンド RSS-600 ¥168,000 ¥188,000

スピーカースタンド YSS-110HQ ¥80,000 ¥95,000

スピーカースタンド YSS-90HQ ¥78,000 ¥88,000
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スピーカースタンド YSS-60HQ ¥70,000 ¥80,000

ターンテーブルシート RTS-30 ¥28,000 ¥38,000

導通向上クリーナー ECI-50 ¥8,800 ¥9,800

ケーブルインシュレーター RCI-3HK ¥24,000 ¥26,400

クォーツレゾネーター QR-8 ¥9,800 ¥14,800

多目的消磁器 RD-3 ¥39,800 ¥43,800

超低周波発生装置 RR-777 ¥38,000 ¥41,800

EMFキャンセラー REM-8 ¥38,000 ¥41,800

ノイズフィルター FCS-8 ¥5,800 ¥6,400

Yラグ RYG-1 ¥24,000 ¥26,400

バナナプラグ RBN-1 ¥24,000 ¥26,400

PCAプラグ RUR-1（2個1組） ¥28,000 ¥30,800

オスキャノンプラグ RBC-1M（オス） ¥14,800 ¥16,300

メスキャノンプラグ RBC-1Ｆ（メス） ¥14,800 ¥16,300

バイワイヤーアダプター BWA-4 ¥10,800 ¥16,800

カーボンメッシュチューブ CSF-4 ¥2,500 ¥2,800

カーボンメッシュチューブ CSF-6 ¥3,000 ¥3,300

カーボンメッシュチューブ CSF-10 ¥3,500 ¥3,900

デジリンクケーブル Digi Link -A (Mini – Mini) 48 ¥45,000 ¥49,500

デジリンクケーブル Digi Link -A (Mini – Mini) 155 ¥54,000 ¥59,400

デジリンクケーブル Digi Link -B (Mini – Mini) 48 ¥45,000 ¥49,500

デジリンクケーブル Digi Link -B (Mini – Mini) 155 ¥54,000 ¥59,400

デジリンクケーブル Digi Link -C (Mini – Mini) 48 ¥45,000 ¥49,500

デジリンクケーブル Digi Link -C (Mini – Mini) 155 ¥54,000 ¥59,400

Ｄ－ＳＵＢケーブル D-SUB～XLR (オス) ¥88,000 ¥96,800

Ｄ－ＳＵＢケーブル D-SUB～XLR (メス) ¥88,000 ¥96,800

Ｄ－ＳＵＢケーブル D-SUB～D-SUB ¥88,000 ¥96,800

Ｄ－ＳＵＢケーブル D-SUB～TRS ¥88,000 ¥96,800

Ｄ－ＳＵＢケーブル D-SUB～Bantam ¥88,000 ¥96,800

ヘッドフォンケーブル RHC-2.5AK-TripleC-FM ¥24,800 ¥27,300 50cmあたり　
￥15,000

ヘッドフォンケーブル RHC-2.5SH-TripleC-FM ¥28,000 ¥30,800 50cmあたり　
￥15,000

ヘッドフォンケーブル RHC-2.5SH-S-TripleC-FM ¥55,000 ¥60,500 50cmあたり　
￥15,000
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ヘッドフォンケーブル RHC-2.5SH-B-TripleC-FM ¥88,000 ¥96,800 50cmあたり　
￥15,000

ヘッドフォンケーブル RHC-2.5UL-TripleC-FM ¥28,000 ¥30,800 50cmあたり　
￥15,000

ヘッドフォンケーブル RHC-2.5HS-S-TripleC-FM ¥55,000 ¥60,500 50cmあたり　
￥15,000

ヘッドフォンケーブル RHC-2.5HS-B-TripleC-FM ¥88,000 ¥96,800 50cmあたり　
￥15,000

ヘッドフォンケーブル RHC-2.5HE-S-TripleC-FM ¥68,000 ¥74,800 50cmあたり　
￥15,000

ヘッドフォンケーブル RHC-2.5HE-B-TripleC-FM ¥98,000 ¥107,800 50cmあたり　
￥15,000

ヘッドフォンケーブル RHC-2.5HE-PT-TripleC-FM ¥98,000 ¥107,800 50cmあたり　
￥15,000

ヘッドフォンケーブル
RHC-2.5FU-TripleC-FM 
(6.3TRS仕様) ¥88,000 ¥96,800 50cmあたり　

￥15,000

ヘッドフォンケーブル
RHC-2.5FU-4B-TripleC-FM
(4ﾋﾟﾝXLR仕様) ¥88,000 ¥96,800 50cmあたり　

￥15,000

ヘッドホンケーブル関連 HD650用プラグ（2個1組） ¥10,000 ¥11,000

ヘッドホンケーブル関連 HD800用プラグ（2個1組） ¥16,000 ¥17,600

ヘッドホンケーブル関連 ウルトラゾーン＆SONY用プラグ ¥5,000 ¥5,500

ヘッドホンケーブル関連 SHURE用プラグ ¥7,000 ¥7,700

フォーンジャック（ステレオ） RPJ-1ST ¥14,000 ¥15,400

フォーンジャック（モノラル） RPJ-1MN ¥14,800 ¥16,300

※2022年6月1日ご注文分より適用になります。

※ケーブル各種の特注対応のための追加価格は変更ありません。


