各位

エアー

スペシャルアップグレード・キャンペーン

2019.5.31 まで、期間限定特別価格のご案内

拝啓
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜わりまことにありがとうございます。
さてこのほど、弊社では、Ayre Acoustics(USA) のリファレンスアンプ”KX-R”,”MX-R”,VX-R”を対象に、
特別価格による期間限定のスペシャルアップグレード・キャンペーンを実施させていただくこととなりましたので、
謹んでここにご案内申し上げます。
本アップグレードサービスは、初代”KX-R”,”MX-R”,VX-R”から、筐体と電源トランスを除くすべての回路アッセンブリーを新たにし、
最先端の Reference Twenty シリーズ”KX-R Twenty”,MX-R Twenty”,VX-R Twenty”へと進化させるという大規模なものでありながら、
極めてリーズナブルなプライスでそれを実現するもので、これまで全世界の多くのユーザーの皆様から高い評価を頂戴してまいりました。
Ayre 社は、1993 年に創業。25 周年を迎えた昨年夏、コロラド州の古巣ボルダーから閑静な近郊地ニオットに拠点を移し、
より大きな工場に、より充実した生産設備を整え稼働を開始。創業から四半世紀を超えて、Ayre は今、次の時代への新たな一歩を
踏み出し始めました。
本スペシャルアップグレード・キャンペーンは、エアー社のそうした気概と、ご愛顧の皆様への感謝の気持ちを込めた、
特別割引価格によるアップグレード・サービスです。

初代リファレンスアンプ”KX-R”,”MX-R”,VX-R”をご愛用のオーナー様におかれましては、この機会にぜひこのアップグレードをご検討賜
りたく、つきましては、その詳細を別紙にてご案内いたしますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。
敬具

[ アップグレード価格 ]

対象モデル

通常価格(税別)

キャンペーン特別価格(税別)

KX-R ➤ KX-R Twenty アップグレード

\1,350,000

\1,150,000

MX-R ➤

MX-R Twenty アップグレード(ペア)

\1,650,000

\1,350,000

VX-R ➤

VX-R Twenty アップグレード

\1,200,000

\1,000,000

キャンペーン適用期間: 本ご案内日から 2019 年 5 月 31 日お申込み分まで

2019 年 3 月吉日
アクシス株式会社

から

へのアップグレードサービス

[ スペシャル アップグレード・キャンペーン ]
_________________________________________________________________________________________________
KX-R から KX-R Twenty へのアップグレードサービス

通常\1,350,000

➤ キャンペーン価格\1,150,000

※税別/工賃込み ※アップグレードは、本体をお預かりして弊社にて行います。※国内送料は片道分実費を弊社が負担
_________________________________________________________________________________________________
[ アップグレード内容 ]
■Audio Modules ((L/R 両チャンネル: フロントエンド / ゲインステージ / 出力ステージ)を Twenty 仕様の新ボードに交換。
以下のテクニカルファクターが含まれています。
・"EquiLock"ゲインステージのカレントミラー回路のオプティマイズ
・”新ダブルダイヤモンド出力ステージ”搭載 ・新”AyreLock”パワーサプライ
・信号経路の全てに超高品位抵抗 Vishay foil SMT を新搭載

・シグナルパスのブラッシュアップ

■新 Logic&FL Circuit Board (ノイズレス新ディスプレー点灯回路とより緻密な"フライバイワイヤー"コントロールシステムを搭載)に交換。
■各部整備点検/動作試験/調整/特性チェック
_________________________________________________________________________________________________
*スペシャルアップグレード・キャンペーン適用期間 : 2019 年 5 月 31 日お申し込み分まで
*アップグレードサービスのお申し込みは Ayre ブランド取扱販売店にて承ります。
*お申込みの際は、本体のシリアル番号をお知らせください。
*KX-R Twenty へのアップグレードのプロセスについて:
1)始めに KX-R 本体をお預かり致します。2)お預かりした本体から内部の Audio Modules(L&R)を取り外し Ayre 社(USA)に送ります。
3)Ayre 社で Audio Modules の Twenty アップグレードが行なわれ、他の必要パーツと一緒に送り返されます。 4)必要なすべての部材
が日本に到着後、弊社で組み込み、調整、動作試験、特性チェックなどのアップグレード作業を行ないます。 5)音出しランニングテス
トの完了後お戻しいたします。
*上記プロセスにより、KX-R Twenty アップグレードにつきましては、お預かりから完了までの所要期間は一ヶ月程度の見込みです。
*本体輸送の際は、必ず元箱梱包でお渡しください。尚、国内輸送にかかる送料は片道分実費を弊社が負担いたします。
*アップグレードで交換した旧部品のご返却は致しません。
*保証について : アップグレード後の本体は、それまでの保証期間をリセットし、新品と同等に、アップグレード完了日から起算して
3 年間の新保証期間が適用されます。

尚、保証内容は従前の保証書に準じます。

________________________________________________________________________________________________

輸入発売元：アクシス株式会社 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-34-27
www.axiss.co.jp

/ TEL:03-5410-0071

/ E-Mail: post@axiss.co.jp
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から

へのアップグレードサービス

[ スペシャル アップグレード・キャンペーン ]
_________________________________________________________________________________________________
MX-R から MX-R Twenty へのアップグレードサービス

通常\1,650,000 ➤

キャンペーン価格\1,350,000

※税別/工賃込み ※アップグレードは、本体をお預かりして弊社にて行います。※国内送料は片道分実費を弊社が負担
_________________________________________________________________________________________________
[ アップグレード内容 ]
■Main Circuit Board(フロントエンド/ゲインステージ/ドライバーステージ/出力ステージ)を、Twenty 仕様の新ボードに全面交換
以下のテクニカルファクターが含まれています。
・"EquiLock"ゲインステージのカレントミラー回路のオプティマイズ

・”新ダブルダイヤモンド出力ステージ”

・信号経路の全てへの超高品位抵抗 Vishay foil SMT の登用によるシグナルパスのブラッシュアップ

・新”AyreLock”パワーサプライ

■各部整備点検/動作試験/調整/特性チェック
_________________________________________________________________________________________________
*スペシャルアップグレード・キャンペーン適用期間 : 2019 年 5 月 31 日お申し込み分まで
*アップグレードサービスのお申し込みは Ayre ブランド取扱販売店にて承ります。
*お申込みの際は、本体のシリアル番号をお知らせください。※
*お知らせいただいたシリアル番号に基いて Ayre 社から必要なキットを調達し、本体をお預かりした上で弊社にてアップグレードを行
ないます。
*本体をお預かりする時期はキット入荷後となります。(キットの納期は予め販売店様にご案内致します)
*輸送の際は、必ず元箱梱包でお渡しください。尚、国内輸送にかかる送料は片道分実費を弊社が負担いたします。
*通常アップグレード完了まではお預かり後 2 週間程度の見込みです。
*アップグレードで交換した旧部品のご返却は致しません。
*保証について : アップグレード後の本体は、それまでの保証期間をリセットし、新品と同等に、アップグレード完了日から起算して
3 年間の新保証期間が適用されます。

尚、保証内容は従前の保証書に準じます。

________________________________________________________________________________________________
※MX-R に関して、シリアル番号確認の際のご注意
シリアルナンバーの三桁目のアルファベットが"A" "B"の場合(例 14A0123E)では、
パーツ手配の都合上、本体底面の一部のネジの有無を、
シリアル番号と併せてご連絡頂く必要があります。
(参考: 図の左側はネジ有り=赤丸 8 箇所。図の右側はネジなし)

輸入発売元：アクシス株式会社 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-34-27
www.axiss.co.jp

/ TEL:03-5410-0071

/ E-Mail: post@axiss.co.jp
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から

へのアップグレードサービス

[ スペシャル アップグレード・キャンペーン ]
_________________________________________________________________________________________________
VX-R から VX-R Twenty へのアップグレードサービス

通常\1,200,000

➤ キャンペーン価格\1,000,000

※税別/工賃込み ※アップグレードは、本体をお預かりして弊社にて行います。※国内送料は片道分実費を弊社が負担
_________________________________________________________________________________________________
[ アップグレード内容 ]
■Main Circuit Board(フロントエンド/ゲインステージ/ドライバーステージ/出力ステージ)を、Twenty 仕様の新ボードに全面交換
以下のテクニカルファクターが含まれています。
・"EquiLock"ゲインステージのカレントミラー回路のオプティマイズ

・”新ダブルダイヤモンド出力ステージ”

・信号経路の全てへの超高品位抵抗 Vishay foil SMT の登用によるシグナルパスのブラッシュアップ

・新”AyreLock”パワーサプライ

■各部整備点検/動作試験/調整/特性チェック
_________________________________________________________________________________________________
*スペシャルアップグレード・キャンペーン適用期間 : 2019 年 5 月 31 日お申し込み分まで
*アップグレードサービスのお申し込みは Ayre ブランド取扱販売店にて承ります。
*お申込みの際は、本体のシリアル番号をお知らせください。
*お知らせいただいたシリアル番号に基いて Ayre 社から必要なキットを調達し、本体をお預かりした上で弊社にてアップグレードを行
ないます。
*本体をお預かりする時期はキット入荷後となります。(キットの納期は予め販売店様にご案内致します)
*輸送の際は、必ず元箱梱包でお渡しください。尚、国内輸送にかかる送料は片道分実費を弊社が負担いたします。
*通常アップグレード完了まではお預かり後 2 週間程度の見込みです。
*アップグレードで交換した旧部品のご返却は致しません。
*保証について : アップグレード後の本体は、それまでの保証期間をリセットし、新品と同等に、アップグレード完了日から起算して
3 年間の新保証期間が適用されます。

尚、保証内容は従前の保証書に準じます。

________________________________________________________________________________________________

輸入発売元：アクシス株式会社 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-34-27
www.axiss.co.jp

/ TEL:03-5410-0071

/ E-Mail: post@axiss.co.jp
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