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Q. DTM機材買うならどこの店？

DTM機材を買う際、どこのお店を使うことが
多いですか？
 ken さん http://www.dtmstation.com
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コメント
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パスワード

選んだ回答 内緒

本⽂

※ タグの書き込みはできません
※ コメントの修正、削除には必ずパスワードが必要ですので必ず保管してください。
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確認画⾯へ

知⼈が店⻑やってるお店なのでｗ 贔屓にしてますｗ

2014-12-29 20:56:25   

どこが多いか？と⾔われればSHかな？

以前、Amazonが⼀番安かったオーディオI/F（TASCAM US−1800）を買ったら、
元箱が封も何もされずに、⼝がパカパカな状態で届いた。
それ以来、Amazonは怖くて買えません！
（初めてのAmazonの買い物でもあった）

2014-12-29 17:13:01   

ネットショップというかオークションで買います。
販売終了した機材も⼿に⼊るし何より安いのが理由。

2014-12-29 17:07:22   

DTM機材を購⼊されるなら、確実にサウンドハウスさんを推します。
勤め先のスタジオでもサウンドハウスさんを利⽤しているため、安⼼感がありますね。

2014-12-22 16:55:03   

昔（7〜8年前）は⾳家⼀辺倒だったが、
今では品ぞろえも充実したAmazon中⼼。
プライム会員なので発送が早い。
カードが使える。
ポイントやギフト券が使える。
マーケットプレイスでの出品でメーカーですでに終了したキャンペーン価格で購⼊できたりして、
その差額10000円以上のことも有った。⾒逃せないゾ！

2014-12-22 09:40:39   

以前Sハウスで買い物をした際、2ヶ⽉待たされた上注⽂と違う商品を送って来て取り替えるように⾔うと更に2ヶ⽉待つとの事で激しく
抗議をしたら、特別に弦を2セットつけるから許せとの事。これ以上の抗議をしたら警察に訴えると⾔い出した。バカらしくなってその
まま条件を飲んだが、2度とここでは買いたくない。

2014-12-22 06:02:11   

いつもRockoNさんの通販で買う。
最安は他にあるけど、サイトとサイトから伝わる店の雰囲気が好き
あと、ヤマト運輸で届くのもありがたいｗ

2014-12-21 21:58:33   

DTM機材限定ならサウンドハウス。
ギターとかはおすすめできない
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2014-12-19 15:53:48   

票は⼊れず。この選択肢にある店舗半分くらいを検索してから最安値を⾒つけて買う。機材や電気製品とかって⼤体そうするよ。楽天
を抜けたサウンドハウスは応援したい。

2014-12-15 23:49:27   

安くて早く届くサウンドハウス⼀択。同じ値段なら外資Amazonよりも良い。

2014-12-07 11:20:05   

サウンドハウスでカード使えたらと、いつも思う。Amazonより安かったり、購⼊特典付けてくれたりするし。

2014-12-04 11:46:50   

ヨドバシ・ドット・コムやデジマート。実店舗の楽器店だとまあ島村はそこそこですけどデジタル機材あまり扱ってくれなかったりし
ますよね。

2014-12-03 11:36:48   

DTM機材はお店で⾒てうおーと思って買うことが少ないし、ネットの割合が⾼くなるかと
逆に⾔えばうおーの部分が演出出来ればリアル店舗も捨てたもんじゃない。

2014-12-02 16:04:38   

基本的にはAmazonですが、サウンドハウスの⽅が安いこともありますね

2014-12-01 17:05:20   

JRR Shop

2014-12-01 12:06:29   

他もありますが・・・・・。

2014-12-01 11:13:12   

minet、TACSystem、mi7等⽇本代理店から買う事が多い気がするｗ

2014-12-01 09:44:42   
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