
オールアクセスインターナショナル株式会社　価格改定ブランド対象製品価格表（2022/5/1）

ブランド名 商品コード 標準販売価格 現行想定販売価格（税抜き） 現行想定販売価格（税込）
変更後の想定販売価格

（税抜き）
変更後の想定販売価格

（税込） JANコード 備考
audient EVO 4 2in/2out オーディオ・インターフェース オープン価格 ¥14,000 ¥15,400 ¥16,800 ¥18,480 5060374260368
audient EVO 8 4in/4out オーディオ・インターフェース オープン価格 ¥24,000 ¥26,400 ¥25,800 ¥28,380 5060374260382
audient EVO Starting Bundle オーディオ・インターフェース・スタート・バンドルセット オープン価格 ¥27,500 ¥30,250 ¥29,000 ¥31,900 5060374260412
audient iD4mkⅡ 2in/2out オーディオ・インターフェース オープン価格 ¥23,182 ¥25,500 ¥26,500 ¥29,150 5060374260436
audient iD14mkⅡ 10in/6out オーディオ・インターフェース オープン価格 ¥35,000 ¥38,500 ¥38,500 ¥42,350 5060374260429
audient iD22 2in/6outオーディオ・インターフェース オープン価格 ¥53,636 ¥59,000 ¥61,500 ¥67,650 5060374260009
audient iD44 20in/24-outオーディオ・インターフェース オープン価格 ¥74,545 ¥82,000 ¥74,545 ¥82,000 5060374260306
audient Sono 10 in/4 outギター・オーディオ・インターフェース オープン価格 ¥35,000 ¥38,500 ¥35,000 ¥38,500 5060374260320
audient ASP800 8ch マイクプリアンプ オープン価格 ¥100,000 ¥110,000 ¥105,000 ¥115,500 5060374260153
audient ASP880 8ch マイクプリアンプ オープン価格 ¥146,364 ¥161,000 ¥175,000 ¥192,500 5060374260139
audient NERO デスクトップ・モニター・コントローラー オープン価格 ¥51,818 ¥57,000 ¥54,000 ¥59,400 5060374260337
GFI SYSTEM Cabzeus Stereo Speaker Simulator + DI Box オープン価格 ¥39,500 ¥43,450 ¥39,500 ¥43,450 4560347880728 生産完了品
GFI SYSTEM ORCA Dual Delay オープン価格 ¥27,091 ¥29,800 ¥28,800 ¥31,680 4560347880742
GFI SYSTEM ROSSIE Filter オープン価格 ¥27,091 ¥29,800 ¥28,800 ¥31,680 4560347880766
GFI SYSTEM SKYLAR Dual Reverb オープン価格 ¥27,091 ¥29,800 ¥28,800 ¥31,680 4560347880759
GFI SYSTEM Clockwork Delay V3 Delay オープン価格 ¥32,800 ¥36,080 ¥32,800 ¥36,080 4560347880674 生産完了品
GFI SYSTEM Jonassus Drive OverDrive オープン価格 ¥31,500 ¥34,650 ¥35,500 ¥39,050 4560347880650
GFI SYSTEM Specular Reverb V3 Reverb オープン価格 ¥32,800 ¥36,080 ¥32,800 ¥36,080 4560347880667 生産完了品
GFI SYSTEM Specular Tempus Reverb & Delay オープン価格 ¥42,800 ¥47,080 ¥47,800 ¥52,580 4560347880704
GFI SYSTEM SYNESTHESIA Dual Modulation オープン価格 ¥44,700 ¥49,170 ¥47,800 ¥52,580 4560347880735
GFI SYSTEM Triple Switch Foot Switch オープン価格 ¥8,800 ¥9,680 ¥9,500 ¥10,450 4560347880681
Hotone SPC-3 スピーカーケーブル３m オープン価格 ¥3,500 ¥3,850 ¥3,500 ¥3,850 6959473950135 変更なし
Hotone SPC-5 スピーカーケーブル５m オープン価格 ¥4,500 ¥4,950 ¥4,500 ¥4,950 6959473950180 変更なし
Hotone Karat Cap ペダル・スイッチ・キャップ オープン価格 ¥1,300 ¥1,430 ¥1,300 ¥1,430 6959473950142
Hotone Brit Wind ペダル型・ギター・アンプ・ヘッド オープン価格 ¥28,000 ¥30,800 ¥28,000 ¥30,800 6959473901205 生産完了品
Hotone BRITISH INVASION ５Wギター・アンプ・ヘッド オープン価格 ¥12,500 ¥13,750 ¥13,000 ¥14,300 6959473901014
Hotone CAPTAIN SUNSET ５Wギター・アンプ・ヘッド オープン価格 ¥13,000 ¥14,300 ¥13,000 ¥14,300 6959473901090 生産完了品
Hotone EAGLES HEART ５Wギター・アンプ・ヘッド オープン価格 ¥13,000 ¥14,300 ¥13,000 ¥14,300 6959473901076 生産完了品
Hotone FREEZE B ５Wギター・アンプ・ヘッド オープン価格 ¥13,000 ¥14,300 ¥13,000 ¥14,300 6959473901083 生産完了品
Hotone HEART ATTACK ５Wギター・アンプ・ヘッド オープン価格 ¥12,500 ¥13,750 ¥14,000 ¥15,400 6959473901038 　
Hotone Mojo Attack ５Wギター・アンプ・ヘッド オープン価格 ¥28,000 ¥30,800 ¥30,000 ¥33,000 6959473901212 　
Hotone Mojo Diamond ペダル型・ギター・アンプ・ヘッド オープン価格 ¥12,500 ¥13,750 ¥13,000 ¥14,300 6959473901052
Hotone Purple Wind ５Wギター・アンプ・ヘッド オープン価格 ¥12,500 ¥13,750 ¥13,000 ¥14,300 6959473901021
Hotone Thunder Bass ５Wベース・アンプ・ヘッド オープン価格 ¥12,500 ¥13,750 ¥14,000 ¥15,400 6959473901045
Hotone AMPERO マルチ・エフェクター オープン価格 ¥45,000 ¥49,500 ¥55,000 ¥60,500 6959473905029
Hotone AMPERO ONE マルチ・エフェクター オープン価格 ¥35,000 ¥38,500 ¥45,000 ¥49,500 6959473905043
Hotone AMPERO II Stomp マルチ・エフェクター オープン価格 ¥56,000 ¥61,600 ¥70,000 ¥77,000 6959473905081
Hotone Binary AMP アンプ・シュミレーター オープン価格 ¥17,000 ¥18,700 ¥17,000 ¥18,700 6959473910016 変更なし
Hotone Binary CAB キャビネット・シュミレーター オープン価格 ¥18,000 ¥19,800 ¥18,000 ¥19,800 6959473910023 変更なし
Hotone Binary EKO ディレイ・エフェクター オープン価格 ¥17,000 ¥18,700 ¥17,000 ¥18,700 6959473910030 変更なし
Hotone Binary MOD モジュレーション・エフェクター オープン価格 ¥17,000 ¥18,700 ¥17,000 ¥18,700 6959473910047 変更なし
Hotone OMNI AC アコースティック・シュミレーター オープン価格 ¥15,000 ¥16,500 ¥17,500 ¥19,250 6959473909058 生産完了品
Hotone Omni IR キャビネット・シュミレーター オープン価格 ¥15,000 ¥16,500 ¥17,500 ¥19,250 6959473909065
Hotone PATCH KOMMANDER ループ・スイッチャー オープン価格 ¥14,800 ¥16,280 ¥15,000 ¥16,500 6959473908020
Hotone TUNER チューナー オープン価格 ¥7,300 ¥8,030 ¥9,000 ¥9,900 6959473900130
Hotone WALLY+ ルーパー オープン価格 ¥11,800 ¥12,980 ¥11,800 ¥12,980 6959473900291 生産完了品
Hotone XTOMP DSPプロセッサー・ペダル オープン価格 ¥24,800 ¥27,280 ¥24,800 ¥27,280 6959473907016 生産完了品
Hotone AMPERO GIG BAG AMPERO用 GIG BAG オープン価格 ¥7,000 ¥7,700 ¥7,300 ¥8,030 6959473950173
Hotone AMPERO SWITCH デュアル・フットスイッチ オープン価格 ¥2,300 ¥2,530 ¥2,500 ¥2,750 6959473908044
Hotone AMPERO CONTROL Bluetooth MIDIコントローラー オープン価格 ¥14,500 ¥15,950 ¥15,800 ¥17,380 6959473908037
Hotone AMPERO PRESS EXP＆ボリューム・ペダル オープン価格 ¥10,000 ¥11,000 ¥11,800 ¥12,980 6959473904077
Hotone SOUL PRESS II WAH/EXP＆ボリューム・ペダル オープン価格 ¥13,545 ¥14,900 ¥15,000 ¥16,500 6959473904060
Hotone SOUL PRESS WAH/EXP＆ボリューム・ペダル オープン価格 ¥11,000 ¥12,100 ¥11,000 ¥12,100 6959473904015 生産完了品
Hotone VOW PRESS WAH/EXP＆ボリューム・ペダル オープン価格 ¥11,000 ¥12,100 ¥11,000 ¥12,100 6959473904046 生産完了品
Hotone A Station アコースティック・プリアンプ オープン価格 ¥13,800 ¥15,180 ¥13,800 ¥15,180 6959473906019 生産完了品
Hotone B Station ベース・プリアンプ オープン価格 ¥13,800 ¥15,180 ¥13,800 ¥15,180 6959473906026 生産完了品
Musicom LAB EFX MK-VI オーディオ・スイッチャー オープン価格 ¥95,500 ¥105,050 ¥112,000 ¥123,200 8809425666127
Musicom LAB EFX-LEⅡ オーディオ・スイッチャー オープン価格 ¥61,800 ¥67,980 ¥73,300 ¥80,630 8809425665977
Musicom LAB EFX-ME オーディオ・スイッチャー オープン価格 ¥38,500 ¥42,350 ¥38,500 ¥42,350 8809425663805 生産完了品
Musicom LAB Parallelizer ステレオ・ミキサー オープン価格 ¥33,500 ¥36,850 ¥43,500 ¥47,850 8809425664963
Musicom LAB SI-01 オーディオ・バッファー オープン価格 ¥18,500 ¥20,350 ¥23,500 ¥25,850 8809425664970
strymon DC-SL-46 DC電源ケーブル/46cm x 5本 オープン価格 ¥2,200 ¥2,420 ¥2,400 ¥2,640 4560347887536
strymon DC-SL-92 DC電源ケーブル/92cm x 5本 オープン価格 ¥2,200 ¥2,420 ¥2,400 ¥2,640 4560347887543
strymon EIAJ-23 EIAJ24V用ケーブル/23cm オープン価格 ¥780 ¥858 ¥850 ¥935 4560347887598
strymon EIAJ-46 EIAJ24V用ケーブル/46cm オープン価格 ¥780 ¥858 ¥850 ¥935 4560347887604
strymon EIAJ-92 EIAJ24V用ケーブル/92cm オープン価格 ¥780 ¥858 ¥850 ¥935 4560347889011
strymon MPDC-122 4出力ペダル用分配ケーブル オープン価格 ¥1,100 ¥1,210 ¥1,200 ¥1,320 4560347887581
strymon PR-SS-15-2.1 電源極性反転ケーブル/15cm/2.1mmプラグ オープン価格 ¥650 ¥715 ¥750 ¥825 4560347887550
strymon PR-SS-15-2.5 電源極性反転ケーブル/15cm/2.5mmプラグ オープン価格 ¥650 ¥715 ¥750 ¥825 4560347887567
strymon PS-124 Ojai＆Ojai R30用24V電源アダプター オープン価格 ¥4,800 ¥5,280 ¥5,200 ¥5,720 4560347889028
strymon VDS-10 電圧ダブラーケーブル オープン価格 ¥1,100 ¥1,210 ¥1,200 ¥1,320 4560347887574
strymon Z120-RMRT MIDI-TRS変換ケーブル（L-L） オープン価格 ¥3,200 ¥3,520 ¥3,500 ¥3,850 0852636007997
strymon Z120-SMRT MIDI-TRS変換ケーブル（S-L） オープン価格 ¥3,200 ¥3,520 ¥3,500 ¥3,850 0852571008004
strymon BigSky リバーブ オープン価格 ¥57,500 ¥63,250 ¥59,091 ¥65,000 4560347887444
strymon blueSky リバーブ オープン価格 ¥35,500 ¥39,050 ¥37,273 ¥41,000 4560347887321
strymon BRIGADIER dBucketディレイ オープン価格 ¥35,500 ¥39,050 ¥37,273 ¥41,000 4560347887338
strymon COMPADRE コンプ・ブースター オープン価格 ¥35,500 ¥39,050 ¥37,273 ¥41,000 0852571008059
strymon DECO テープ・サチュレーション オープン価格 ¥35,500 ¥39,050 ¥37,273 ¥41,000 4560347887468
strymon DIG デジタル・ディレイ オープン価格 ¥35,500 ¥39,050 ¥37,273 ¥41,000 4560347887482
strymon El Capistan Echo dTapeエコー オープン価格 ¥35,500 ¥39,050 ¥37,273 ¥41,000 4560347887376
strymon FLINT リバーブ＆トレモロ オープン価格 ¥35,500 ¥39,050 ¥37,273 ¥41,000 4560347887413
strymon IRIDIUM AMP & IR CABエミュレーター オープン価格 ¥45,500 ¥50,050 ¥48,182 ¥53,000 0852571008035
strymon Lex ロータリー・スピーカー・エミュレーター オープン価格 ¥35,500 ¥39,050 ¥37,273 ¥41,000 4560347887390
strymon MAGNETO ユーロラック用dTapeエコー オープン価格 ¥69,500 ¥76,450 ¥71,636 ¥78,800 0852636007966
strymon StarLab ユーロラック用シンセスリバーブ オープン価格 ¥74,650 ¥82,115 ¥76,182 ¥83,800 0852571008165
strymon Mobius モジュレーション オープン価格 ¥52,500 ¥57,750 ¥54,545 ¥60,000 4560347887420
strymon NIGHTSKY シンセシス・リバーブ オープン価格 ¥48,000 ¥52,800 ¥52,273 ¥57,500 0852571008127
strymon Ola dBucketコーラス オープン価格 ¥35,500 ¥39,050 ¥37,273 ¥41,000 4560347887352
strymon ORBIT FLANGER dBucketフランジャー オープン価格 ¥35,500 ¥39,050 ¥37,273 ¥41,000 4560347887369
strymon Riverside オーバードライブ オープン価格 ¥35,500 ¥39,050 ¥37,273 ¥41,000 4560347887505
strymon SUNSET ディストーション オープン価格 ¥35,500 ¥39,050 ¥37,273 ¥41,000 4560347887512
strymon TimeLine ディレイ オープン価格 ¥52,500 ¥57,750 ¥54,545 ¥60,000 4560347887406
strymon VOLANTE マグネティック・エコー オープン価格 ¥45,500 ¥50,050 ¥48,182 ¥53,000 0852571008042
strymon ZELZAH ディストーション オープン価格 ¥39,000 ¥42,900 ¥41,636 ¥45,800 0852571008158
strymon CONDUIT ユーロラック用アッテネーター オープン価格 ¥17,000 ¥18,700 ¥18,182 ¥20,000 0852571008141
strymon AA.1 ユーロラック用アッテネーター オープン価格 ¥15,500 ¥17,050 ¥17,727 ¥19,500 0852571008028
strymon Mini Switch 外部スイッチ・ユニット オープン価格 ¥7,200 ¥7,920 ¥7,727 ¥8,500 4560347887529
strymon MultiSwitch 外部スイッチ・ユニット オープン価格 ¥13,800 ¥15,180 ¥13,636 ¥15,000 4560347887475
strymon MultiSwitch PLUS 外部スイッチ・ユニット オープン価格 ¥15,500 ¥17,050 ¥17,273 ¥19,000 0852571008066
strymon Ojai パワーサプライ オープン価格 ¥19,000 ¥20,900 ¥22,273 ¥24,500 4560347887499
strymon Ojai R30 パワーサプライ オープン価格 ¥23,500 ¥25,850 ¥25,909 ¥28,500 4560347889035
strymon Ojai-X パワーサプライ（エクスパンション・キット） オープン価格 ¥16,900 ¥18,590 ¥19,545 ¥21,500 4560347889042
strymon OR30-X パワーサプライ（エクスパンション・キット） オープン価格 ¥18,800 ¥20,680 ¥22,091 ¥24,300 4560347889059
strymon Zuma R300 パワーサプライ オープン価格 ¥24,600 ¥27,060 ¥27,273 ¥30,000 0852636007959


