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価格（税別） 価格（税込）

SARUM  Tuned Aray              RCA TO RCA 1.0 m   （ペアー） ＊ ¥240,000 ¥252,000

1.2 m   （ペアー） ¥264,000 ¥277,200

1.5 m   （ペアー） ¥300,000 ¥315,000

2.0 m   （ペアー） ¥360,000 ¥378,000

延長分 　@ 0.1m　 （ペアー） ¥12,000 ¥12,600

SARUM  Tuned Aray              XLR TO XLR 1.0 m   （ペアー） ＊ ¥300,000 ¥315,000

1.2 m   （ペアー） ¥330,000 ¥346,500

1.5 m   （ペアー） ¥375,000 ¥393,750

2.0 m   （ペアー） ¥450,000 ¥472,500

5.0 m   （ペアー） ¥900,000 ¥945,000

延長分 　@ 0.1m　 （ペアー） ¥15,000 ¥15,750

SARUM Tuned Aray DIGITAL 1.0 m ＊ ¥230,000 ¥241,500

 ( RCA or AES/EBU or BNC ) 1.5 m   ¥290,000 ¥304,500

延長分 　@ 0.1m ¥12,000 ¥12,600

SARUM  Tuned Aray SLIM  Arm Lead 1.2 m ＊ ¥240,000 ¥252,000

 ( RCA,アンバランスのみ / L型 or ストレート型) 延長分 　@ 0.1m ¥12,000 ¥12,600

SARUM Tuned Aray REFERENCE  Arm Lead 1.2 m ＊ ¥300,000 ¥315,000

 ( RCA, XLR Balanced / L型 or ストレート型) 延長分 　@ 0.1m ¥15,000 ¥15,750

SARUM SPEAKER CABLE 1.5 m   （ペアー） ＊ ¥225,000 ¥236,250

 (バナナ or Yラグ端子付き) 2.0 m   （ペアー） ¥300,000 ¥315,000

2.5 m   （ペアー） ¥375,000 ¥393,750

3.0 m   （ペアー） ¥450,000 ¥472,500

延長分　@0.1m　 （ペアー） ¥15,000 ¥15,750

Sarum   Bi-Wire Link　 (バナナ or Yラグ付き　各種組合せあり） ¥46,000 ¥48,300

SARUM　USB Cable 1.0 m ＊ ¥120,000 ¥126,000

延長分　@0.1m ¥4,000 ¥4,200

¥40,000 ¥42,000

価格（税別） 価格（税込）

SIGNATURE Tuned ARAY      RCA TO RCA 1.0 m   （ペアー） ＊ ¥140,000 ¥147,000

1.5 m   （ペアー） ¥185,000 ¥194,250

延長分 　@ 0.1m　 （ペアー） ¥9,000 ¥9,450

ANTHEM Reference                RCA TO RCA 1.0 m   （ペアー） ＊ ¥60,000 ¥63,000

1.5 m   （ペアー） ¥77,000 ¥80,850

延長分 　@ 0.1m　 （ペアー） ¥3,400 ¥3,570

ANTHEM Reference                XLR TO  XLR 1.0 m   （ペアー） ＊ ¥100,000 ¥105,000

1.5 m   （ペアー） ¥131,000 ¥137,550

延長分 　@ 0.1m　 （ペアー） ¥6,200 ¥6,510

CADENZA Reference              RCA TO RCA 1.0 m   （ペアー） ＊ ¥32,000 ¥33,600

1.5 m   （ペアー） ¥35,200 ¥36,960

延長分 　@ 0.1m　 （ペアー） ¥640 ¥672

CADENZA Reference              XLR TO XLR 1.0 m   （ペアー） ＊ ¥32,000 ¥33,600

1.5 m   （ペアー） ¥35,200 ¥36,960

延長分 　@ 0.1m　 （ペアー） ¥640 ¥672

COBRA VEE 3                          RCA TO  RCA 1.0 m   （ペアー） ＊ ¥12,000 ¥12,600

1.5 m   （ペアー） ¥13,600 ¥14,280

延長分 　@ 0.1m　 （ペアー） ¥320 ¥336

UPGRADE　SERVICE　（英国にて）

ANALOGUE RCA to RCA or XLR CABLES   Pairs

ARAY UPGRADE 　 （国内送料は顧客のご負担）

SARUM RANGE

INTERCONNECTS

DIGITAL

ARM LEAD

SPEAKER CABLE

USB Cable

OTHER  INTERCONNECTS

　(対象：Sarum RCA, XLR, Digital, Signature Plus, Indigo Plus)



価格（税別） 価格（税込）

SIGNATURE Tuned ARAY DIGITAL    RCA 1.0 m　     ＊ ¥50,000 ¥52,500

1.5 m ¥56,000 ¥58,800

延長分　@0.1m ¥1,200 ¥1,260

SIGNATURE Tuned ARAY DIGITAL    BNC 1.0 m　     ＊ ¥50,000 ¥52,500

1.5 m ¥56,000 ¥58,800

延長分　@0.1m ¥1,200 ¥1,260

SIGNATURE Tuned ARAY  DIGITAL   AES / EBU 1.0 m ＊ ¥64,000 ¥67,200

1.5 m ¥72,000 ¥75,600

延長分　@0.1m ¥1,600 ¥1,680

SIGNATURE  Arm Lead 1.2 m ¥70,000 ¥73,500

 ( RCA, XLR Balanced / L型 or ストレート型) 延長分 　@ 0.1m ¥2,400 ¥2,520

SIGNATURE SPEAKER CABLE 1.5 m   （ペアー） ＊ ¥85,000 ¥89,250

  (バナナ or Yラグ端子付き) 2.0 m   （ペアー） ¥110,000 ¥115,500

2.5 m   （ペアー） ¥135,000 ¥141,750

延長分　@0.1m　 （ペアー） ¥5,000 ¥5,250

EPIC TWIN  SPEAKER CABLE 1.5 m   （ペアー） ＊ ¥36,000 ¥37,800

  (バナナ or Yラグ端子付き) 2.0 m   （ペアー） ¥44,000 ¥46,200

2.5 m   （ペアー） ¥52,000 ¥54,600

延長分　@0.1m　 （ペアー） ¥1,600 ¥1,680

切り売り  @0.1m /  片CH ¥800 ¥840

                                                                50 m REEL  （1.0 m @￥8,000 税別） ¥400,000 ¥420,000

RUMOUR 2   SPEAKER CABLE 1.5 m   （ペアー） ＊ ¥21,000 ¥22,050

  (バナナ or Yラグ端子付き) 2.0 m   （ペアー） ¥24,000 ¥25,200

2.5 m   （ペアー） ¥27,000 ¥28,350

延長分　@0.1m　 （ペアー） ¥600 ¥630

                                                              　50 m REEL  （1.0m @￥3,000 税別） ¥150,000 ¥157,500

切り売り  @0.1m /  片CH ¥300 ¥315

SARSEN   SPEAKER CABLE　        　100 m REEL  （1.0m @￥1,500 税別） ¥150,000 ¥157,500

切り売り  @0.1m /  片CH ¥150 ¥158

バナナ、Yラグの取付け加工費 (バナナ or Yラグ プラグ代を含む） ¥14,400 ¥15,120

  

HDMI Advance High Speed /Ethernet 0.75 m ¥6,400 ¥6,720

1.5 m ¥8,000 ¥8,400

2 m ¥10,000 ¥10,500

3 m ¥12,000 ¥12,600

HDMI Active resolution HS /Ethernet 5 m ¥25,000 ¥26,250

8 m ¥33,000 ¥34,650

10 m ¥58,000 ¥60,900

15 m ¥74,000 ¥77,700

20 m ¥100,000 ¥105,000

SARUM　USB Cable 1.0 m ＊ ¥120,000 ¥126,000

延長分　@0.1m ¥4,000 ¥4,200

USB Silver Plus 0.75 m ¥7,400 ¥7,770

1.5 m ¥9,000 ¥9,450

3 m ¥11,000 ¥11,550

5 m ¥12,600 ¥13,230

2012/10/1 現在

OTHER  INTERCONNECTS

DIGITAL CABLE

ARM LEAD

※   ケーブルの長さは自由にご注文いただけます。　　（ただし、＊印の長さ以上）

USB Cable

※   価格は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※   ケーブルの長さは自由にご注文いただけます。　　（ただし、＊印の長さ以上）

SPEAKER  CABLES

HDMI CABLES  1.4




