
事前にご予約いただくと専用の試奏室で
じっくり楽器をお選びいただくことができます。
事前予約でご購入の方には、管楽器お手入れセットをプレゼント！！

事前予約で
さらにお得!

楽器選定アドバイス

いい音の定番を大量展示！いい音♪

トランペット/フルート/クラリネット/サックス
専用試奏室で専門スタッフ・管楽器講師陣と一緒に
いい音のする楽器を選びましょう。

※裏面に注意事項の記載がございます。￥10,000サービス券 切り取ってご持参ください

ヤマハ、バック、セルマー、クランポン、サンキョウ、
ムラマツ、アルタス、ヤナギサワ他。

いい音♫

選定品を多数用意
同一モデル数本からプレイヤー・講師陣が
選んだ「選定品」を多数用意しました。

いい音

絶対見逃せない！ 2日間だけのお買い得！！絶対見逃せない！ 2日間だけのお買い得！！
例えば、ヤマハ クラリネットYCL-853Ⅱ ¥320,000（税抜） → 応援特価 ¥256,000（税抜）が
￥10,000サービス券使用で!

¥246,000（税抜） + + 事前予約で!

管楽器お手入れセット3大特典!!!
※表紙掲載

20192019スガナミスガナミ
2019.5.25●26● 10:00  18:00土 日

スタンプラリー、楽器体験、楽しみながら学べる
吹奏楽講座など盛りだくさんの内容をお届けします。
ミッションコンプリートした方にはオリジナルの
グッズや割引券をプレゼント！
今年のGWはスガナミに行こう！

4/27（土）～5/6（月）10:00～19:00
会場

橋本眞介 先生
(会場：町田センターホール)
クラリネット4/28

(日)

5/3
(金・祝)

5/４
(土・祝)

佛坂咲千生 先生
(会場：町田センターホール)
トランペット

田中靖人 先生
(会場：町田センターホール)
サックス

スガナミ 
春の管祭り

5/４
(土・祝)

前田綾子 先生
(会場：経堂店ホール)
フルート

問い合わせ・お申し込み先

● グループレッスン(120分) ¥1,500(税込)
● 個人レッスン又は選定会(50分) ¥5,000(税込) ※選定会は無料

要予約
管楽器選定会・特別クリニック

吹奏楽　  わかり大作戦!吹奏楽　  わかり大作戦!

スガナミ楽器 町田ANNEX
日時

両イベントの
詳細はこちら▼

☎042-722-2693 受付時間
または☎042-726-0311 町田ANNEXまで

9:00～17:30 (定休日/日・祝)

〒194-0021東京都町田市中町1-16-2〒194-0021東京都町田市中町1-16-2

春の管祭り！春の管祭り！

応援特価満載！！応援特価満載！！

このカタログの価格は2019年4月1日現在の税抜価格です。

保存版

2 0192 019

管楽器はもちろん、ピアノから打楽器まで、
ヤマハ認定の技術者が常駐。
確かな技術力でメンテナンスを行います。 

総合楽器店ならではの幅広い楽器、楽譜を
取り扱い、様々な音楽ジャンルのレッスンや
イベントなどもサポートしています。

♪専門スタッフが常駐！

あなたの街の管楽器専門店。スタッフが
親身になって対応。困った時は、いつでも
お気軽にお問い合わせください。 

♪しかも地域密着！

♪音楽をトータルにサポート！

※CD・DVDは在庫がなくなり
　次第終了となります。

特典1 特典2 特典3

管楽器本体を
ご購入の方に
もれなく

スガナミオリジナル
トートバッグ&
オリジナルクロス

スガナミ ミュージックサロン
30分無料レッスン

チケット

有名アーティスト
CD または DVD３大特典

スガナミ楽器は 日本の東西で 音楽シーンを展開する

ヤマハ特約総合楽器店です！
ESTABLISHED IN 1876

スガナミ楽器 

吹奏楽部応援委員会

スガナミ楽器 町田アネックス

スガナミ楽器株式会社
地域音楽営業部名前学校

スガナミ楽器
町田ANNEX

提携駐車場：パンダ駐車場

至
八
王
子

POPビル

スガナミ楽器 
町田店

北口
　町田駅

交番 マツモトキヨシ

り
そ
な

銀
行

会場はこちら



一人ひとりが責任をもって

自分のパートを演奏して

みんなで一つの音楽を

つくりあげていく

それが吹奏楽の醍醐味です!!

君の担当楽器は
　　　　　どれかな？それぞれの楽器ページへGO!

フルート

コントラバス 唯一の弦楽器で、低音の響きに奥行きを与える。弦楽器

クラリネット

サックス

オーボエ

ファゴット

パーカッション

トランペット

トロンボーン

ホルン

ユーフォニアム

チューバ

木管楽器のお手入れってどうするの？

3-4

5-6

7-8

9

9

10

10

11-12

13-14

15-16

17

18

きれいで澄んだ音色！
繊細だけど意外と肺活量が必要!?

木製ならではのあたたかい音色。
音域も約4オクターブと広 ！々

クラシックからポップスまで吹ける多彩な音色。
表現の幅はピカイチ★

華やかな中にも素朴さを秘めた音色が魅力的。
美しいメロディーも吹ける!!

魅力的な響きを持つ楽器。
見た目はとっても不思議！

明るく輝く音色でとっても目立つ！
金管楽器の花形♪

パワフルで迫力のある音色！
自由に伸び縮みするスライドで音が変わる。

やわらかい音色が特長。
ぐるぐると巻かれた管はのばすと約4m！

やわらかい響きでバンドを包む。
魅力的なソロもたくさん！

縁の下の力持ち！
力強い低音域でみんなを支えるよ。

音板楽器からドラムまで、曲全体のリズム、
印象を決める。時には効果音も！

(別冊)めざせ！お手入れの達人 2-9P

木
管
楽
器

金
管
楽
器

打楽器

1

吹奏楽って?

木管楽器、金管楽器、打楽器を中心に、コントラバス、ピアノなどが集まって演奏する音楽です。金管楽器と
木管楽器だけでも多いと15種類以上の楽器が集まっていて、それぞれ違う役割を持っています。日本は
とても吹奏楽が盛んで、なんと10人に1人は吹奏楽経験者だと言われています。お父さんお母さんが
「昔やってたよ！」という方も多いのではないでしょうか。毎日一生懸命練習をした成果を発表し、ステージ上
で拍手をいただいた時の感動は忘れられないものです。

学校の楽器を借りる人も、自分の楽器を使う人も、お手入れ用品は必ず用意しましょう！学校の楽器は
自分が三年間使うだけではなく、その後の後輩たちも使っていくものです。未来の後輩たちに恥ずかしくない
よう、大切に使っていきましょう。上達のために、チューナーやメトロノーム、マウスピースやリード、教本、
譜面台、譜面を入れるファイルなど、演奏に必要なものもぜひ用意しましょう。また楽器は定期的に
メンテナンスが必要ですから、自分の楽器を買うという人は、メンテナンスをしやすい、定期的に通いやすい
ところでの購入をおすすめします。

入学式や体育祭、卒業式など、学校の式典行事で演奏したり、
文化祭や学習発表会で友達の前で発表したり、地域の施設や
お祭りでの訪問演奏、年に一度の吹奏楽コンクールなど、
演奏する機会がいっぱい。一年間でたくさんの曲を練習します。

どんな活動をするの「?

揃えるものは?

吹奏楽部にようこそ

金管楽器のお手入れってどうするの？ (別冊)めざせ！お手入れの達人 10-17P

打楽器のお手入れってどうするの？ (別冊)めざせ！お手入れの達人 18-20P

コントラバスのお手入れってどうするの？ (別冊)めざせ！お手入れの達人   21P

楽器屋さんって どんな人？ 19-20P

ページ数
どんな楽器があるのかな「?

21

各楽器のお手入れの方法を動画でわかりやすく解説！ 詳しくは 22P
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♬オススメモデルの紹介

応援特価+選定料 ￥294,000(税抜) 前田綾子先生

ヤマハ

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）
YFL-212 ¥82,000
YFL-212 LRS ¥88,000
YFL-312 ¥135,000
YFL-517/587 ¥240,000
YFL-617/687 ¥355,000
YFL-717/787 ¥515,000
YFL817D/887DIdeal ¥880,000
YFL817/887Ideal ¥880,000

¥65,600
¥70,400
¥108,000
¥192,000
¥284,000
¥412,000
¥704,000
¥704,000

アルタス

A807(E/R)  ¥175,000
A907(E/R)   ¥210,000
A1007(E/R)   ¥300,000
A1107(E/R)　　　　　¥375,000
TS-R  ¥465,000
TS-E   ¥514,000

A1207  ¥500,000
A1307  ¥600,000

※E=カバードキイEメカ付き
　R=リングキイEメカ無し

¥148,750
¥178,500
¥255,000
¥318,750
¥395,250
¥436,900

¥425,000
¥510,000

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）
フルート

パール

ムラマツ

EX-RC  ¥240,000
EX-CCE  ¥271,000
GX-RC ¥420,000
GX-CCE  ¥451,000
DS-RC ¥650,000
DS-CCE ¥721,500
SR-RC ¥1,000,000

サンキョウ

ETUDE  ¥225,000
SILVERSONIC  ¥355,000
ARTIST  ¥515,000
HAND-MADE DT  ¥620,000
HAND-MADE ST  ¥800,000

¥202,500
¥319,500
¥463,500
¥589,000
¥760,000

あずみ
AZ-Z1（E/R/RE) ¥120,000
AZ-Z2（E/R/RE) ¥150,000
AZ-Z3（E/R/RE) ¥220,000

¥96,000
¥120,000
¥176,000

PF-525E  ¥87,000
F-DP（E/RE）　　　　　 ¥200,000
F-ED958 ¥395,000

¥228,000
¥257,450
¥399,000
¥428,450
¥617,500
¥685,425
¥950,000

ミヤザワ

ATELIER-Ⅰ-BR  ¥215,000
ATELIER PLUS-Ⅰ-BR     ¥245,000
ATELIER-Ⅱ-BR ¥346,000
ATELIER PLUS-Ⅱ-BR  ¥376,000
MX ATELIER PLUS-ⅡE-BR ¥436,000

¥172,000
¥196,000
¥276,800
¥300,800
¥348,000

※CCE=カバードキイC管Eメカ付き※RC=リングキイC管Eメカ無し
※H足部管の金額はお問い合わせください。

※カバードキイ、リングキイとも同じ金額です。
※ニューEメカシステムが無料で付けられます。
※H足部管の金額はお問い合わせ下さい。

¥78,300
¥180,000
¥355,500

フルート
Flute

前田先生 選定品
●ヤマハ YFL-617

応援特価+選定料 ￥202,000(税抜)
●ヤマハ YFL-517

応援特価￥108,000(税抜)
●ヤマハ YFL-312

銀製ならではの色彩感に富んだサウンド
が楽しめる。ストロビンガーフェニックス
パッドを採用し、抜群のタッチ感と反応
のよさを実現。

先生があなたのため
に楽器を選ぶ選定会
を実施！
詳しくは裏表紙を
ご覧ください。

初心者にも音を出しやすい楽器ですが
銀製の頭部管から得られる抵抗感は
上達の手助けになってくれます。

非常にコントロール性が良く全音域に
わたって澄んだ豊かな音色です。

※以上カバードキイ(Eメカ無し)、リングキイとも同じ金額です。
※オプション Eメカ+¥60000※H足部管の金額はお問い合わせください。

応援特価￥257,450(税抜)
●ムラマツ EX-CCE ムラマツの入門用モデル。深みのある

サウンドと抜群のコントロール性を
備えています。

応援特価で販売します

応援特価で販売します

43

CHECK!!

※E=Eメカニズム、R=リングキイ
※H足部管の金額はお問い合わせ下さい。

ジャンル メーカー・商品名
スタンド ハーキュレス　(ケース収納型)
ケース・ リバティ　ケースカバー　各色
ケース Ｃ.Ｃ.シャイニー　各色カバー

 ポーター　ワンショルダータイプ
 ポーター　ボストンタイプ

税抜定価

¥3,100

¥8,000

¥16,000

¥19,000

¥24,000

フルート 小物

セット価格 ￥3,630（税抜） 

キイオイルライト　ポリシングクロスＳ　シルバークロスＭ　ポリシングガーゼＬ（１枚入）　クリーニングペーパー
パウダーペーパー　トーンホールクリーナー（３本入）　ウォーターシート（１枚入）　収納袋

ヤマハ お手入れセット
フルート&ピッコロ

ジャンル　　　　　　  メーカー・商品名
クリーニングペーパー　ヤマハ

　　　　　　　　　　ギャラックス

クリーニングロッド    ヤマハ（楓）

　　　　　　　　　  ヤマハ（黒檀）

　　　　　　　　　  ヤマハ（フルート用・ピッコロ用）

インナークロス　　　ヤマハ(フルート用)　

クリーニングロッドスワブ　カワベ

フルート・ピッコロ お手入れ用品
税抜定価

¥420

¥300

￥1,100

￥1,710

¥400

¥1,050 

¥1,400

ジャンル　 メーカー・商品名

ガーゼ　ヤマハ　ポリシングガーゼ(S)

　　　　ヤマハ　ポリシングガーゼ(L)

クロス　ヤマハ　ポリシングクロス(M)

　　　　ヤマハ　ポリシングクロス(L)

　　　　トレシー ハイソフト(M)

　　　　トレシー ハイソフト(L)

　　　　ロイ　Flマスタークリーナー

税抜定価

¥500

¥720

¥490

¥810

¥800

¥1,800

¥3,800

ジャンル メーカー・商品名
サポート ヤマハ　リングキイパッチ
グッズ ヤマハ　リッププレートパッチ
 プリマ　モイスレガート　(フルート用)
 リングー　各サイズ
　　　  ソレクサ　サムポート
　　　  インターセプトテクノロジー 変色防止布

税抜定価

¥350

¥590

¥1,300

¥1,800

¥1,900

¥1,000

毎日使うよ！

楽器修理屋さんからひとこと

お手入れで大切なのはガーゼやクリーニングペーパーを使ってタンポや管体の中の水分を取
り除くことです。そのほかにも意外とよくあるトラブルとしてジョイントの部分がかたくなると
いうことが挙げられます。フルートのジョイント部分は非常に精密にできているのでちょっとし
た汚れなどでそうなってしまいます。これを防ぐために組立前や演奏後のお手入れの時にジョイ
ント部分もクリーニングしましょう。



♬オススメモデルの紹介

橋本眞介 先生

クラリネット

Clarinet
橋本先生 選定品

応援特価+選定料 ￥226,000(税抜)

暖かく丸みのある音色。ヤマハならでは
の音程の良さと抜けの均質さが魅力。

CSの基本設計でありながらトーンホールを
分割埋め込み式にすることにより、コストパ
フォーマンスを実現。

応援特価￥168,000(税抜)
●ヤマハ YCL-650 素直な吹奏感ながら適度な抵抗感が

あり、初心者から中級者まで満足の
一本。

65

キイオイルミディアム　コルクグリススティック　ポリシングクロスＳ　ウォーターシート(1枚入)　パウダーペーパー
クリーニングペーパー　トーンホールクリーナー(3本入)　クリーニングスワブＭ　収納袋

ヤマハ お手入れセット
クラリネット

毎日使うよ！

楽器修理屋さんからひとこと

管内の水分はもちろんですがトーンホールにたまった水分も良く取り除きましょう。クラリネット
の中にたまった水分はタンポを痛めるだけでなく、木製の管体が水分を含みすぎると割れの原因
にもなります。割れは修理をすれば見た目もきれいに直りますし、音程や音色への影響もほとん
ど気にならないと思いますが、修理には時間がかかってしまいます。

●ヤマハ YCL-853Ⅱ（SE）
応援特価+選定料 ￥266,000(税抜)

アーティスト選定品
クラリネット吹きなら、
一度は手にしたい一本
です。

●ヤマハ YCL-851Ⅱ（CX）

いしい こうめい先生

いしい先生 選定品

応援特価+選定料 ￥396,000(税抜)
●クランポン R13

ジャンル　　　　　　 メーカー・商品名
クリーニングペーパー　ヤマハ

　　　　　　　　　　ギャラックス

クリーニングスワブ　    ヤマハ(Ｍ)

　　　　　　　　　  ケルブル

ガーゼ　　 　　　　 ヤマハ ポリシングガーゼ(Ｓ)　

クラリネット お手入れ用品
税抜定価

¥420

¥300

¥720

¥1,400

¥500

ジャンル　 メーカー・商品名
コルク　ヤマハ
グリス　トロンバ

クロス　ヤマハ　ポリシングクロス(S)

　　　　ヤマハ　ポリシングクロス(M)

　　　　トレシー ハイソフト(M)

　　　　トレシー ハイソフト(L)

税抜定価

¥550

¥800

¥390

¥490

¥800

¥1,800

応援特価で販売します

セット価格 ￥3,630（税抜） 

B♭クラリネット

ヤマハ

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）

ビュッフェ
クランポン

YCL-450  ¥155,000 
YCL-650  ¥215,000 
YCL-851Ⅱ（CX）  ¥270,000 
YCL-852Ⅱ（CS）   ¥320,000 
YCL-853Ⅱ（SE）  ¥320,000 
YCL-852ⅡV（CSV）   ¥370,000 
YCL-853ⅡV（SEV）   ¥370,000 
CSVmaster ¥435,000 
SEVmaster  ¥435,000 

¥124,000
¥172,000
¥216,000
¥256,000
¥256,000
¥296,000
¥296,000
¥348,000
¥348,000

E‐12F                          ¥195,000
E-13                           ¥325,000
C-13                           ¥405,000
R-13                           ¥470,000
RC                              ¥518,000
Festival                      ¥795,000

¥156,000
¥260,000
¥324,000
¥386,000
¥414,000
¥636,000

ビュッフェ
クランポン

Prestige(lowE♭) ￥1,280,000
Prestige(lowC) 　　　¥1,660,000
TOSCA 　　　　　　　 ¥1,900,000

￥1,024,000
￥1,328,000
￥1,520,000

ヤマハ

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）
YCL-221Ⅱ ￥330,000
YCL-621Ⅱ ￥730,000
YCL-622Ⅱ(特別生産) ￥950,000

￥264,000
￥584,000
￥760,000

バスクラリネット

E♭クラリネット

ヤマハ

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）
YCL-681Ⅱ ¥360,000
YCL-881  ¥450,000

ビュッフェ
クランポン

E-11 ¥355,000
RC  ¥760,000
Prestige  ￥1,000,000

¥284,000
¥608,000
¥800,000

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）

¥288,000
¥360,000

6 6

ジャンル メーカー・商品名
マウス ヤマハ　４Ｃ
ピース バンドーレン ５ＲＶ ５RVL B40  B40L 等
リガチャー ヤマハ　 銀メッキ
 ハリソン　銀メッキ
 ハリソン　金メッキ
 ハリソン　ピンクゴールドメッキ
 ハリソン　フォルテ　金メッキ
 ボナード　ニッケルメッキ（正締・逆締）
 ボナード　金メッキ（正締・逆締）
 ボナード　ピンクゴールドメッキ（正締・逆締）
 バンドーレン M/Oリガチャー ブラック/ピューター
 バンドーレン M/Oリガチャー 銀メッキ

　　　　　　 

バンドーレン M/Oリガチャー 金メッキ

　　　　　　 

ウッドストーン　金メッキ
 ヤマハ　プラスチック
 ヤマハ　銀メッキ
　　　　 ギャラックス
 ロンディーノ

税抜定価

¥3,500

¥11,800

¥3,000

¥7,300

¥8,500

¥14,000

¥9,800

¥4,200

¥8,000

¥8,900

¥5,700

¥6,900

¥10,900

¥17,500

¥320

¥2,100

¥500

¥800

B♭クラリネット 小物
ジャンル メーカー・商品名
リード バンドーレン　各種
 ダダリオ(リコ)　各種
 レジェール　シグネチャー
 レジェール　ヨーロピアンシグネチャー
リードケース ヤマハ　プラスチック（12枚用）
 ギャラックス(6枚用)※木製、パールカラーあり
 ヴィヴァーチェ(５枚用)
スタンド ハーキュレス(ベル収納型）
 Ｋ＆Ｍ (4本足)
 Ｋ＆Ｍ (5本足・ベル収納型)
ケース・ Ｃ.C.シャイニーケース　各色
ケースカバー Ｃ.C.シャイニーケース　ミニ　各色
 クランポン　コンパクトケース(ナイロン)　
 クランポン　コンパクトケース(エナメル)
 ギャラックス　ケースカバー(８ＣＬ)
サポート ヤマハ　マウスピースパッチ（各サイズ）
グッズ　 ノナカ　マウスピースクッション（各サイズ）　
 ヤマハ　サムレストクッション(各サイズ)
 プリマ　モイスレガート
 インターセプトテクノロジー　変色防止布

税抜定価

￥3,000～

￥2,500～

¥4,000

¥4,500

¥2,400

¥2,600～

¥2,400

¥3,300

¥3,000

¥3,300

¥19,000

¥22,000

¥13,000

¥16,000

¥6,800

¥550

¥500

¥650

￥1,300～

￥1,300

マウス
ピース
キャップ

応援特価で販売します

推奨
マウスピース
セット

マウスピース/バンドーレン 5RVライヤー
キャップ/ギャラックス
リガチャー/ハリソン 金メッキ
マウスピースパッチ ￥21,350(税抜)

先生があなたのため
に楽器を選ぶ選定会
を実施！
詳しくは裏表紙を
ご覧ください。

CHECK!!



♬オススメモデルの紹介

応援特価+選定料 ￥414,000(税抜) 須川 展也先生

サックス

Sax
須川先生・田中先生 選定品

●ヤマハ YAS-875EX

応援特価￥236,000(税抜)
●ヤマハ YAS-62

クラシカルサックスの最高峰。
世界中のプレイヤーに驚かれ、
絶賛される豊かで落ち着いた
響きと完璧な音程を持つ現代の銘器。

ヤマハが誇るロングセラー。新設計
の62専用ネックを得てジャズからク
ラシックまでシーンを選ばない幅広
い表現力に磨きがかかりました。

応援特価￥276,000(税抜)
●ヤマハ YTS-62

応援特価￥452,000(税抜)
●セルマー  JubileeSA80Ⅱ 世界中の人々に愛されたSA80Ⅱが

更なる進化を遂げた。全音域に渡る
輝かしい響きと素早いレスポンスは
流石！心地よい吹奏感も魅力です。

ヤマハの超ロングセラー。ジャズからクラシックまで
シーンを選ばない表現力。新採用の専用ネックにより
新たな可能性が生まれました。
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セット価格 ￥4,070（税抜） 
キイオイルへヴィー ポリシングクロスＭ ウォーターシート(１枚入) クリーニングペーパー パウダーペーパー 収納袋
トーンホールクリーナー(３本入)　クリーニングスワブＳ　クリーニングスワブSAX

ヤマハ お手入れセット
サックス

毎日使うよ！

楽器修理屋さんからひとこと

ソ＃とド＃。サックスの構造上の弱点だといわれる部分です。この2か所のタンポが水分を含み、その水分と
汚れが混じってしまうとキイが開かなくなってしまいます。演奏後はスワブなどで管内の水分をよく取り除き、
クリーニングペーパーでタンポのお手入れをしましょう。管体自体が金属でできており頑丈そうに見えます
が、大きなトーンホールが開いているのと楽器自体が重いので少しぶつけただけでも曲がってしまいます。
取り扱いには気を付けましょう。

ジャンル　　　　　　  メーカー・商品名
クリーニングペーパー　ヤマハ

　　　　　　　　　　ギャラックス

クリーニングスワブ　　ヤマハ(Ｓ)

　　　　　　　　　  ヤマハ(アルト・テナー)

　　　　　　　　　  ケルブル(アルト/テナー ボディ用)　

サックス お手入れ用品
税抜定価

¥420

¥300

¥640

¥1,650

¥1,600

ジャンル　 メーカー・商品名
コルク　ヤマハ
グリス　トロンバ

クロス　ヤマハ　ポリシングクロス(M)

　　　　ヤマハ　ポリシングクロス(L)

　　　　トレシー ハイソフト(M)

　　　　トレシー ハイソフト(L)

税抜定価

¥550

¥800

¥490

¥810

¥800

¥1,800

応援特価で販売します

田中 靖人先生

アルトサックス

テナーサックス

推奨マウスピースセット
マウスピース セルマー S90/180
リガチャー&キャップ BG GL
マウスピースパッチ

アルト/￥33,050(税抜)
テナー/￥36,550(税抜)

Jubilee　SA80Ⅱ  ¥595,000
Jubilee　SERIEⅢ  ¥681,000

ヤマハ

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）
YAS-480 ¥230,000
YAS-62 ¥295,000
YAS-82Z  ¥410,000
YAS-875 ¥505,000
YAS-875EX ¥505,000

セルマー

Axos   ¥390,000
Axos GP-TONE   ¥438,000
Jubilee　SA80Ⅱ   ¥565,000
Jubilee　SERIEⅢ   ¥660,000

¥312,000
¥350,400
¥452,000
¥528,000

ヤマハ
YBS-41Ⅱ ¥580,000 
YBS-62Ⅱ ¥810,000 

¥464,000 
¥648,000 

ヤナギサワ

A-WO1 ¥285,000
A-WO2 ¥300,000
A-WO10 ¥395,000
A-WO20 ¥480,000

¥228,000
¥240,000
¥316,000
¥384,000

ヤマハ

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）
YTS-480 ¥265,000
YTS-62 ¥345,000
YTS-82Z  ¥475,000
YTS-875 ¥535,000
YTS-875EX  ¥535,000

¥212,000
¥276,000
¥380,000
¥428,000
¥428,000

セルマー
Jubilee SA80Ⅱ  ¥700,000
Jubilee SERIEⅢ  ¥765,000

¥560,000
¥612,000

ヤナギサワ

T-WO1 ¥330,000
T-WO2 ¥350,000
T-WO10 ¥445,000
T-WO20 ¥540,000

¥264,000
¥280,000
¥356,400
¥432,200

ヤマハ

YSS-475  ¥250,000
YSS-675  ¥375,000
YSS-82Z ¥410,000
YSS-82ZR ¥420,000
YSS-875EX  ¥490,000
YSS-875EXHG  ¥510,000

¥200,000
¥300,000
¥328,000
¥336,000
¥392,000
¥408,000

セルマー
¥476,000
¥544,800

ヤナギサワ

S-WO1 ¥278,000
S-WO2 ¥373,000
S-WO10  ¥425,000
S-WO20 ¥510,000

¥222,400
¥298,400
¥340,000
¥408,000

ヤナギサワ

B-WO1 ¥700,000
B-WO10 ¥880,000
B-WO20 ¥980,000

¥560,000
¥704,400
¥784,000

セルマー
Jubilee  SA80Ⅱ  ¥1,210,000 
Jubilee  SERIEⅢ  ¥1,435,000 

¥968,000 
¥1,148,000 

¥184,000
¥236,000
¥328,000
¥404,000
¥404,000

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）
アルトサックス

テナーサックス

ソプラノサックス

バリトンサックス

サックス 小物
（税抜定価）
￥5,000
¥20,000
￥21,000
￥25,000
¥2,500
¥3,500
¥9,500
¥8,300
¥15,000
¥11,000
¥4,100
¥9,200
¥10,200
¥15,000
¥20,000
¥1８,000
¥320
¥500
¥800

（税抜定価）
￥4,500
¥17,000
￥17,500
￥21,000
¥2,500
¥3,300
¥8,800
¥7,600
¥14,500
¥9,800
¥3,900
¥8,200
¥9,400
¥15,000
¥20,000
¥1７,500
¥320
¥500
¥800

ジャンル メーカー・商品名
 
マウスピース ヤマハ　４Ｃ
 セルマー S80(C☆等)
 セルマー S90(170 180 等)
 セルマー　コンセプト
リガチャー ヤマハ　ゴールドラッカー
 セルマー　ゴールドラッカー
 ハリソン　金メッキ
 ハリソン　銀メッキ
 ハリソン　ピンクゴールドメッキ
 ハリソン　フォルテ　金メッキ
 ボナード　ニッケルメッキ（正締・逆締）
 ボナード　金メッキ（正締・逆締）
 ボナード　ピンクゴールドメッキ（正締・逆締）
 ＢＧ　ゴールドラッカー
 ＢＧ　ゴールドプレート
 ウッドストーン　金メッキ
マウスピース ヤマハ
キャップ ギャラックス
　　　　ロンディーノ

   アルト　　 　テナー 　 　バリトン　　
（税抜定価）
¥2,800～
￥3,200～
¥4,300

-
¥3,000
¥2,600～
￥2,700～
￥9,200～
¥5,500
¥3,800
¥5,500～
¥33,000

-
¥45,000
¥47,000
¥550
¥500
¥800

（税抜定価）
¥3,700～
￥3,200～
¥4,000
¥2,400
¥2,600
¥2,400～
￥2,700～
￥9,200～
¥5,500
¥3,800
¥5,500～
¥24,000
¥27,000
¥40,000
¥37,000
¥550
¥500
¥800

ジャンル メーカー・商品名
 
リード バンドーレン　各種
 ダダリオ(リコ)　各種
 レジェール　シグネチャー
リードケース ヤマハ   プラスチック(10枚用)
 ギャラックス　(5枚用)
 ヴィヴァーチェ（５枚用）
ストラップ BG　各種
 バードストラップ　
スタンド ハーキュレス(ベル収納型）
 ハーキュレス
 Ｋ＆Ｍ
ケース C.C.シャイニーケース 各色
 C.C.シャイニーケース エアロ 各色
 バム　トレッキング・サンジェルマン・ニュートレッキング
 バッグス
サポート ヤマハ マウスピースパッチ （各サイズ）
グッズ ノナカ  マウスピースクッション (各サイズ)
 ギャラックス　ブラボーキャップ

   アルト　　 　テナー 　 　バリトン
（税抜定価）
　￥7,000
¥29,000
￥29,500

-
¥2,500
¥4,200
¥12,000
¥11,000
¥17,500

-
¥5,200
¥9,700
¥11,800
¥15,000
¥20,000
¥1９,０00
¥880
¥500
¥800

（税抜定価）
　￥4,600～
￥4,100～
¥4,400

-
¥4,300
¥2,900
￥3,800～
￥9,200～

¥6,200
-

¥67,000
-
-
-

¥550
¥500

-

応援特価で販売します
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オーボエ
Oboe

ファゴット
Fagotto

コントラバス
パーカッション

Contrabass
Percussion

セット価格
￥4,070（税抜）

セット価格 ￥4,070（税抜）

キイオイルライト　パウダーペーパー　収納袋　コルクグリススティック　
ウォーターシート(１枚入)　クリーニングスワブＯＢ　クリーニングペーパー　
トーンホールクリーナー(３本入)　ポリシングクロスＳ

ヤマハ お手入れセット

ヤマハ お手入れセット

オーボエ

町田ANNEXなら、
オーボエ・ファゴットの
リードを試奏して購入
することができます!!

メイプル(楓)でできているので他の楽器に比べると
管体が非常に水分を含みやすいです。管体が湿りす
ぎると腐ってしまったりするので、水分のお手入れは
まめに行う必要があります。

楽器修理屋さんからひとこと

応援特価で
販売します

応援特価で販売します

楽器修理屋さんからひとこと

とても繊細な楽器なので水分や気温のちょっとした変化で響きが変わってしまいます。
なるべくまめにスワブやお手入れ用の羽を使って管体から水分を取り除きましょう。

ジャンル  メーカー・商品名
リード　イズミクリエイション 手工リード
　　  　 ギャラックス 手工リード
　　　　　 　レジェール
リードケース

   
ギャラックス （5本用）

　　　ギャラックス （3本用）
　　　スヌーピー （5本用）

税抜定価
¥2,900～
¥3,500
¥20,000
¥4,800
¥3,800
¥5,000

オーボエ 小物

ジャンル メーカー・商品名
弓　 　  アトリエ・ラボルグ LB511B
　　　アトリエ・サルド 42B
　　　アリーフランス BPI
弓ケース　スズキ BCB

¥40,000
¥80,000
¥110,500
¥7,650

コントラバス(弓)

ジャンル   メーカー・商品名

リード　 ギャラックス 手工リード
　　　　　    レジェール
リードケース

　
ギャラックス （5本用）

　      スヌーピー （5本用）

税抜定価

¥3,500
¥20,000
¥5,000
¥5,200

ファゴット 小物

セット価格 ￥1,840（税抜） ティンパニ＆ドラム用メンテナンスキット(専用ポリッシュ、オイル、クロス)、収納袋

ヤマハ お手入れセット
パーカッション 

セット価格 ¥4,840（税抜） 

松脂(カールソン)　収納袋　
弦楽器専用クロス(2枚入り) 

※コントラバスの松脂は高温下では
  溶けることがあるため、直射日光の
  あたらない涼しいところで保管して
  ください。

お手入れセット
コントラバス

キイオイルへヴィー ポリシングクロスＭ　
トーンホールクリーナー(３本入)　
ウォーターシート(１枚入)　収納袋
クリーニングスワブＦＧワンピース　
クリーニングペーパー　パウダーペーパー

ファゴット

クロス　ヤマハ ポリシングクロス(Ｓ)
　　　  ヤマハ ポリシングクロス(M)
　　　　　トレシー ハイソフト(Ｍ)
　　　　　トレシー ハイソフト(L)

¥390
¥490
￥800
￥1,800

ジャンル   メーカー・商品名
クリーニング　ヤマハ
ペーパー　 ギャラックス
羽   　　  大羽　本体用
(クリーニング用)  小羽　リード用
スワブ　　ヤマハ  オーボエ用
　　　　　ケルブル オーボエ用

オーボエお手入れ用品
税抜定価
¥420
¥300
¥400
¥100
¥1,760
¥3,200

ヤマハ
練習用パッド

キクタニ
スティックケース

税抜定価

税抜定価

VIC FIRTH SD2 VIC FIRTH SD2 

太めのグリップと小さな丸型チップ
を採用し、メイプル材ならではの繊
細で軽快なサウンドを奏でます。

Pearl １１０ＨＣPearl １１０ＨＣ

多少短めながらバランスが優れて
おり、円筒型チップとヒッコリー材
の組み合わせでパワー不足を
解消。

税抜定価
(参考価格 ¥1,600)

クラシカルな演奏にはコレだ！

オープンプライス 税抜定価 ￥1,300

￥4,900

￥900

ヤマハ

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）
YOB-431 ¥440,000
YOB-431M  ¥450,000
YOB-831 ¥870,000
YOB-831L  ¥920,000

¥352,000
¥360,000
¥696,000
¥736,000

マリゴ

フォサッティ

ヤマハ

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）
YFG-811 ¥2,100,000
YFG-812  ¥2,100,000

シュライバー

ヤマハ

メーカー 税抜定価 応援特価（税抜）
YOB-432 ¥480,000
YOB-432M  ¥490,000
YOB-832 ¥970,000
YOB-832L  ¥1,020,000

¥384,000
¥392,000
¥776,000
¥816,000

¥388,000
¥552,000

¥1,680,000
¥1,680,000

※L=エボナイト製インナーパイプ仕様
※M=インサート樹脂成型仕様

ルメール ¥480,000
グランルメール ¥600,000
901 ¥1,220,000

FJ55Ⅱ ¥485,000
FJ77Ⅱ ¥690,000

WS5016 ¥1,030,000
WS5031 ¥1,480,000

¥384,000
¥480,000
¥976,000

¥824,000
¥1,184,000

アドラー
1357/120 ¥830,000
1357 ¥1,000,000

¥664,000
¥800,000

オーボエ セミオートマチックオーボエ セミオートマチック

ファゴットファゴット

オーボエ フルオートマチックオーボエ フルオートマチック
モデル

スネアドラム本体＋スネアスタンド＋スネアバッグ
全てが揃ったパッケージです。

ヤマハ KSD-255 パッケージ ヤマハ KSD-255 パッケージ 

打楽器の演奏技術を高める為には、スネアドラム（小太鼓）で基本を学ぶ事が大切です。
自分専用の楽器があればヘッド（皮）のチューニングや響き線の調整など、練習パッドだけでの
トレーニングでは学ぶ事のできない数多くの貴重な経験を得られます。

◎インナーミュート付で初心者にも扱いやすいスネアドラムです。 ◎音の立ち上がりが抜群で豊かな響きです。

●サイズ：14"×5" ●シェル材質：メイプル8プライ
  〔温かく伸びのあるハイクオリティサウンド〕

ヤマハ CSM-1450AⅡ パッケージヤマハ CSM-1450AⅡ パッケージ

●サイズ：14"×5-1/2"　●シェル材質：スティール
〔シャープでソリッドな音色〕

応援特価(税抜) ￥27,200

おすすめドラムスティック♪おすすめドラムスティック

ジャンル　　　メーカー・商品名
クリーニング　　ヤマハ
ペーパー　　　 ギャラックス
羽(クリーニング用)    小羽　リード用
スワブ　　　　 ヤマハ ワンピースタイプ
　　　　　　   ヤマハ セパレートタイプ
 　　　　　　  ヤマハ ボーカル用

ファゴット お手入れ用品
税抜定価
¥420
¥300
¥100
¥2,090
¥2,750
¥1,200

ジャンル　　　　 メーカー・商品名
ボーカルブラシ　ヤマハ
クロス　　　   ヤマハ ポリシングクロス(M)
　　　　　　  ヤマハ ポリシングクロス(Ｌ)
　　　　　　　　   トレシー ハイソフト(Ｍ)
　　　　　　　　　 トレシー ハイソフト(L)

税抜定価
¥1,270
¥490
¥810
￥800
￥1,800

自分のお気に入りのスティックを持ち運ぶ時には、
ちゃんとケースに入れて大切に扱ってくださいね。
キクタニ【ADWC-BAG-4】なら標準サイズの
スティックが3組も余裕で入るのでスティックが
増えても安心です。
また、スティックコントロールの技術を身につける
ためには練習パッドを使ってトレーニングをする
事が大切です。ヤマハ【TS01S】はバウンド感の
優れたラバー製タイプなので、長時間の練習でも
疲れにくく最高です。

応援特価(税抜)

毎日使うよ！

毎日使うよ！

スティックケースと練習パッド♪スティックケースと練習パッド

おすすめスネアドラム！♪おすすめスネアドラム！

応援特価(税抜) ￥62,900



ラッカー仕上げ

銀メッキ仕上げ

金色？
銀色？

芯のある引き締まった音色が得られやすいく、
ジャズやポップスで使用されることが多いです。

明るく華やかな響きで多彩な表現力を持ち、
吹奏楽やオーケストラで使われることが多いです。

ラッカー（ゴールドラッカー）仕上げと銀メッキ仕上げ
違うのは見た目だけではありません！

推奨マウスピースセット
マウスピース　バック 3C・5C・7C等
マウスピースポーチ　ギャラックス ￥7,400(税抜)

♬オススメモデルの紹介

トランペット

Trumpet

応援特価￥116,000(税抜)
●ヤマハYTR-4335GSⅡ

二枚取りゴールドブラスベル/銀メッキ仕上げ。入門機種ですが
豊かな音色と確かな吹奏感です。同価格帯の中では圧倒的にお勧め！

1211

セット価格 ￥3,630（税抜） 

バルブオイルレギュラー　マウスピースブラシＳ　スライドグリススティック　ポリシングガーゼＳ(２枚入)　収納袋
クリーニングスワブ(TPHR)　ウォーターシート(1枚入)　ポリシングクロスＳ

ヤマハ お手入れセット
トランペット

毎日使うよ！

楽器修理屋さんからひとこと

トランペットのベルは厚みが0.5mm程度と非常に薄くできています。丈夫に見えますが机の角
などにぶつけるとびっくりするほど凹んでしまいます。ピストンも非常に繊細に作られているの
で、演奏前の注油は欠かさずに。管の細い楽器なので内側に汚れが溜まりやすいです。スワブ
などを使った日常的なクリーニングと管内の洗浄も大切です。

応援特価+選定料 
￥294,000(税抜)

アーティスト選定品
●バック180ML37SP

一枚取りイエローブラスベル/銀メッキ仕上げ。トランペット界の偉大な
スタンダード。世界中の演奏家を長年支え続けてきた銘器です。

ジャンル     メーカー・商品名
ピストン用オイル　ヤマハ バルブオイル(ライト・レギュラー)

　　　　　　　　　　アルキャス ファストオイル

　　　　　　　　    ヘットマン(１・２・３)

スライドグリス　　　 ヤマハ

チューニングスライドオイル　ヤマハ

ガーゼ　　　　　　  ヤマハ ポリシングガーゼ(Ｓ)

　　　　　　　　　　　　ヤマハ ポリシングガーゼ(Ｌ)

トランペット お手入れ用品
税抜定価

¥700

¥880

￥1,000

¥550

¥830

¥500

¥720

ジャンル　　  メーカー・商品名
クリーニングスワブ　 ヤマハ(TPHR)

クロス　　　　ヤマハ　ポリシングクロス(M)

　　   　　　　ヤマハ　ポリシングクロス(L)

　　　　　　　トレシー ハイソフト(M)

　　　　　　　トレシー ハイソフト(L)

税抜定価

¥1,100

¥490

¥810

¥800

¥1,800

応援特価で販売します

ヤマハ

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）
YTR-4335GSⅡ ¥145,000
YTR-850S ¥235,000
YTR-850GS ¥240,000
YTR-8335S ¥315,000
YTR-8335GS ¥320,000
YTR-8335RS ¥325,000
YTR-9335NYS ¥420,000
YTR-9335CHS ¥420,000

¥116,000
¥188,000
¥192,000
¥252,000
¥256,000
¥260,000
¥336,000
¥336,000

バック

180ML37GL ¥343,000
180ML37SP ¥355,000
180ML37GB  ¥356,000
180ML37GBSP ¥373,000
AB190 ¥412,000
AB190S ¥429,000
AB190GB-SP ¥444,000

¥274,400
¥284,000
¥284,800
¥298,400
¥329,600
¥343,200
¥355,200

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）
トランペット

B&S
（ビーアンドエス）

シルキー

i32SP ¥400,000
S32/S22SP ¥530,000
S32HD/S22HD(CL/SP) ¥530,000

XO
（エックス・オー）

TP37SP ¥219,000
TP37GBS ¥239,000
TP80SP ¥295,000
TP80GBS ¥315,000

¥320,000
¥424,000
¥424,000

¥175,200
¥191,200
¥236,000
¥252,000

1602S ¥275,000
1602RS ¥280,000
1602GBS ¥290,000
1602RGBS ¥295,000

¥220,000
¥224,000
¥232,000
¥236,000

ジャンル メーカー・商品名
マウスピース ヤマハ　スタンダード（銀メッキ）　各品番
 バック　スタンダード（銀メッキ）　各品番
マウスピース ギャラックス (１本用)
ポーチ スヌーピー
スタンド ハーキュレス(ベル収納型)
 Ｋ＆Ｍ (５本足)
ケース C.C.シャイニー　各色
 C.C.シャイニー　エアロ　各色
 バッグス　シングル
 バッグス　ダブル
 インターセプトテクノロジー　変色防止布

税抜定価

¥4,800

¥6,200

¥1,200

¥2,100

¥2,800

¥4,700

¥21,000

¥26,000

¥37,000

¥48,000

¥2,500

トランペット 小物 応援特価で販売します

応援特価+選定料 
￥262,000(税抜)

佛坂 咲千生 先生

佛坂先生 選定品

●ヤマハYTR-8335S

一枚取りイエローブラスベル/銀メッキ仕上げ。ヤマハトランペットの
代表的機種が生まれ変わりました。より心地よい抵抗感があり、
量感と繊細さを併せ持ち、表現力に磨きがかかりました。

先生があなたのために楽器を
選ぶ選定会を実施！
詳しくは裏表紙をご覧ください。

CHECK!!



♬オススメモデルの紹介

トロンボーン

Trombone
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セット価格 
￥3,850（税抜） 

トロンボーンスライドオイル　クリーニングスワブTBEP
スライドグリススティック　マウスピースブラシL
ポリシングクロスＭ　ウォーターシート(１枚入)　
ポリシングガーゼ L(１枚入)　収納袋

ヤマハ お手入れセット
テナートロンボーン

ローターオイル　クリーニングスワブTBEP　マウスピースブラシＬ
トロンボーンスライドオイル　スライドグリススティック　
ウォーターシート(１枚入)　　ポリシングクロスＭ
ポリシングガーゼＬ(１枚入)　収納袋

ロータリー付トロンボーン

毎日使うよ！

楽器修理屋さんからひとこと

スライドはトロンボーンの命です。ほんの少しの曲りや凹み、場合によっては汚れが溜まっただけ
でもスライドの動きが鈍くなってしまいます。演奏前にクリームやオイルで動きを滑らかにして
あげることはもちろん、演奏後はしっかりとクリーニングしてあげましょう。

応援特価で販売します

ジャンル 　　メーカー・商品名
スライド用オイル　　　 ヤマハ スライドオイル

　　　　　　　　　　ヤマハ スライドクリーム

    　　　　　　　　スライドオーミックス

ウォータースプレー　 ヤマハ(Ｓ)

　　　　　　　　　   ヤマハ(Ｌ)

スライドグリス　　　 ヤマハ

ロータリー用オイル　　ヤマハ ローターオイル

　　　　　　　　　　ヘットマン(ミディアムローター)

ロータリー軸用オイル　ヤマハ ロータースピンドルオイル

　　　　　　　　　　 ヘットマン(ライトベアリング)

トロンボーン お手入れ用品
税抜定価

¥680

¥660

￥1,000

¥740

¥860

¥550

¥930

¥1,000

¥770

¥1,000

ジャンル 　　メーカー・商品名
レバー・ベアリング関係　 ヤマハ レバーオイル

　　　　　　　　　 ヘットマン(ベアリング＆リンケージ)

ガーゼ   　　　　　 ヤマハ ポリシングガーゼ(L)

クリーニングスワブ　 ヤマハ (TBEP)

　　　　　　　　　  ヤマハ (TB2)

クロス　　　           ヤマハ ポリシングクロス(Ｍ)

　　　　　　　　 　　ヤマハ ポリシングクロス(Ｌ)

　　　　　　　　　　トレシー ハイソフト(Ｍ)

　　　　　　　　　  　トレシー ハイソフト(Ｌ)

税抜定価

¥770

¥1,000

¥720

¥1,210

¥1,320

¥490

¥810

¥800

¥1,800

応援特価 ￥292,000(税抜)●ヤマハ YSL-882

応援特価  ￥316,000(税抜)●バック 42BO

イエローブラスベル。確かな音程と豊かな響きを持つゼノシリーズ中
最もスタンダードなモデル。心地よい抵抗感で演奏しやすい楽器です。

応援特価 ￥308,000(税抜)●ヤマハ YSL-882GO
ゴールドブラスベル。オープンラップにより遠達性に優れ、繊細な
ピアニッシモから豪快なフォルテッシモまで表現の幅が広がります。

世界中のトロンボーンプレイヤーのスタンダードとして不動の名声を
誇る太管のテナーバストロンボーン。広いダイナミクスレンジと
オープンな吹奏感とのバランスが良いモデルです。

推奨マウスピースセット(太管)
マウスピース　バック 6  　AL・5GS等
マウスピースポーチ　ギャラックス
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￥9,500（税抜） 

セット価格 
￥4,070（税抜） 

ヤマハ

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）
YSL-456G ¥185,000
YSL-620  ¥235,000
YSL-820GⅡ ¥280,000
YSL-882 ¥365,000
YSL-882O    ¥365,000
YSL-882G ¥385,000
YSL-882GO  ¥385,000
YSL-882OR ¥415,000
YSL-882GOR ¥435,000

¥148,000
¥188,000
¥224,000
¥292,000
¥292,000
¥308,000
¥308,000
¥332,000
¥348,000

バック

42B   ¥395,000
42BO  ¥395,000
42B-GB  ¥410,000
42BO-GB  ¥410,000
42AF　　　　　　　　 ¥490,000
42A ¥500,000

¥316,000
¥316,000
¥328,000
¥328,000
¥392,000
¥400,000

テナーバストロンボーン・テナートロンボーン

XO
（エックス・オー）

SR-L  ¥340,000
UT-L  ¥340,000
SR-GB ¥355,000
UT-GB ¥355,000
BT-L  ¥460,000
BT-GB  ¥475,000

¥272,000
¥272,000
¥284,000
¥284,000
¥368,000
¥380,000

XO
（エックス・オー）

RB-L ¥570,000
RB-GB ¥590,000

¥456,000
¥472,000

ヤマハ

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）
YBL-620G ¥370,000
YBL-830  ¥515,000
YBL-822G  ¥585,000

¥296,000
¥412,000
¥468,000

バック
50B2(O) ¥558,000
50B3(O)  ¥660,000

¥446,400
¥528,000

バストロンボーン

ジャンル メーカー・商品名
マウスピース ヤマハ　スタンダード（銀メッキ）　細管
 ヤマハ　スタンダード（銀メッキ）　太管
 バック　 スタンダード（銀メッキ）　細管
 バック　 スタンダード（銀メッキ）　太管
マウスピース ギャラックス (１本用)
ポーチ スヌーピー
スタンド ハーキュレス (ベル収納型)
 Ｋ＆Ｍ (ベル収納型)
ケース C.C.シャイニー　ノーマル　各色
 バム　ソフトパック　ポケット無
 バム　ソフトパック　ポケット有
 バッグス

税抜定価

¥6,800

¥6,800

¥7,800

¥8,100

¥1,400

¥2,200

¥7,000

¥15,000

¥35,000

¥41,000

¥46,000

¥55,000

トロンボーン 小物 応援特価で販売します



♬オススメモデルの紹介

ホルン
Horn

応援特価￥512,000(税抜)
●ハンスホイヤー801MAL

ハンスホイヤーの中でも最も人気
のあるモデルです。気品があり透
明度の高い音色から生み出され
る豊かな表現力は多くの人々に感
動を与えます。
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セット価格 ￥4,180（税抜） 

ローターオイル　クリーニングスワブHR2　ローターオイル専用ノズル　マウスピースブラシＳ　レバーオイル
ロータースピンドルオイル　ポリシングクロスM　ウォーターシート（1枚入）　収納袋

ヤマハ お手入れセット
ホルン

毎日使うよ！

楽器修理屋さんからひとこと

ロータリーに使うオイルはそれぞれの部分に合わせていろいろな粘度の物を使い分けてあげ
る必要があります。ロータリー本体には粘度の低いもの、ロータリー軸にはやや粘度の高いも
の、レバー周りには粘度の高いものを使うと動きがスムーズでタッチも良い感覚になります。

●ヤマハ YHR-671D

ヤマハの技術と情熱が生み出した
正統派ガイヤータイプのホルンです。
クリアで明瞭な音色で、低音域から
高音域までむらのない吹奏感です。

応援特価￥480,000(税抜)

●ヤマハ YHR-871D

正統派ガイヤースタイルのカスタム
ホルン。明瞭な音色と深みのある響き
を合わせ持ち、奏者がストレスなく
思いのままにホルンを操れるよう、
随所に工夫が施されたモデルです。

応援特価￥６40,000(税抜)

ホルン お手入れ用品
ジャンル 　 メーカー・商品名
ロータリー用オイル　  ヤマハ ローターオイル

　　　　　　　　　　ヘットマン(ミディアムローター)

ロータリー軸用オイル　ヤマハ ロータースピンドルオイル

　　　　　　　　　 ヘットマン(ライトベアリング)

レバー・ベアリング関係　 ヤマハ レバーオイル

　　　　　  　　　　ヘットマン(ベアリング＆リンケージ)

スライドグリス　　 　  ヤマハ

税抜定価

¥９３0

¥1,000

¥7７0

¥1,000

¥770

¥1,000

¥550

ジャンル　　  メーカー・商品名
ガーゼ　　　　 ヤマハ　ポリシングガーゼ(Ｓ)

　　　　　　　 ヤマハ　ポリシングガーゼ(Ｌ)

クリーニングスワブ　 ヤマハ　(TPHR)

　　　　  　　　 ヤマハ　(HR2)

クロス　  　　　 ヤマハ　ポリシングクロス(Ｍ)

　　　　 　　　 ヤマハ　ポリシングクロス(Ｌ)

 　　　　　　　 トレシー　ハイソフト(Ｍ)

　　　　 　　　 トレシー　ハイソフト(Ｌ)

税抜定価

¥500

¥720

¥1,100

¥1,210

¥490

￥810

¥800

¥1,800

応援特価で販売します

アレキサンダー

103ML  ¥1,360,000
103MBL  ¥1,410,000
103GBL ¥1,510,000

¥1,156,000
¥1,198,500
¥1,283,500

ヤマハ

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）
YHR-567D  ¥405,000
YHR-567GDB ¥465,000
YHR-668D ¥570,000
YHR-671D ¥600,000
YHR-668ND  ¥610,000
YHR-868GD  ¥770,000
YHR-871D ¥800,000
YHR-869D ¥900,000
YHR-869GD ¥920,000

¥324,000
¥372,000
¥456,000
¥480,000
¥488,000
¥616,000
¥640,000
¥720,000
¥736,000

フルダブルホルン

ホルトン
H378ER  ¥450,000
H478ER  ¥514,000
H479ER  ¥550,000

¥360,000
¥411,200
¥440,000

コーン
6D ¥530,000
8DS ¥830,000

¥424,000
¥664,000

ハンスホイヤー

ヴェンツェル
マインル

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）

ジャンル メーカー・商品名
マウスピース ヤマハ　スタンダード（銀メッキ）
 バック　 スタンダード（銀メッキ）　
 ティルツ　オリジナル/ザイフェルトモデル
 ティルツ　マックウィリアム/シュミットモデル
 J・K（ヨット・カー）　EXモデル
マウスピース ギャラックス （１本用）
ポーチ スヌーピー
ケース C.C.シャイニー　ワンピース 各色
 C.C.シャイニー　ベルカット 各色
 ギャラックス　ウルトラケース 各色
 バッグス　ベルカット

税抜定価

¥4,800

¥5,700

¥9,000

¥11,000
¥11,000
¥1,000

¥2,100

¥33,000

¥38,000

¥38,000

¥47,000

ホルン 小物 応援特価で販売します

801MAL ¥640,000
801GAL  ¥670,000

¥512,000
¥536,000

205CL ¥650,000
105CL   ¥650,000
0705GS ¥720,000
205GB ¥720,000
105GB  ¥720,000

¥520,000
¥520,000
¥576,000
¥576,000
¥576,000
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ユーフォニアム
Euphonium

ユーフォニアムお手入れ用品
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ピストンチューバ

ジュピター JEP1120S ¥520,000

ウィルソン

ヤマハ

メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）
YEP-321S  ¥310,000
YEP-621S ¥390,000
YEP-642S  ¥600,000
YEP-842S ¥820,000

¥248,000
¥312,000
¥480,000
¥656,000
¥722,500
¥935,000
¥935,000
¥1,190,000

TA2905BS ¥850,000
TA2960UK-BS  ¥1,100,000
TA2900BS  ¥1,100,000
TA2900BS/GP  ¥1,400,000

ベッソン

BE967-2 ¥1,050,000
BE968-2  ¥1,050,000
BE968J-2  ¥1,080,000
BE2051-2  ¥1,430,000
BE2052-2  ¥1,430,000

¥840,000
¥840,000
¥864,000
¥1,144,000
¥1,144,000
¥416,000

ユーフォニアム

ジャンル メーカー・商品名
マウスピース　ヤマハ　スタンダード 銀メッキ 細管
　　　　　　 ヤマハ　スタンダード 銀メッキ 太管
　　　　　　 バック　スタンダード 銀メッキ 細管
                    バック　スタンダード 銀メッキ 太管
マウスピース　ギャラックス　１本用
ポーチ　　　　スヌーピー
スタンド　　オオハシ
ケース　　  C.C.シャイニー　各色
　　　　　 ハヤシ　各色

税抜定価
¥6,800
¥6,800
¥7,800
¥8,100
¥1,400
¥2,200
¥14,500
¥47,000
¥33,000

毎日使うよ！

毎日使うよ！

適度な抵抗感と全音域における
幅広いダイナミックレンジを実現。
バンドを突き抜けるクリアな音色と
ユーフォニアムに必須の“ミルキー
サウンド”を見事に両立しています。

♬オススメモデルの紹介

税抜定価
¥700
¥1,000
¥1,100
¥1,000
¥550
¥720
¥1,760
¥810
¥1,800

ジャンル 　　メーカー・商品名
ピストン用オイル　 ヤマハ（レギュラー・ヴィンテージ)　
　　　　　　　　トロンバ(Ｔ-１)
　　　　　　　　  　トロンバ(Ｔ-２)
　　　　　　   　 ヘットマン(２・３)　　
スライドグリス　　ヤマハ
ガーゼ　　　　　　　ヤマハ ポリシングガーゼ(Ｌ)
クリーニングスワブ　  ヤマハ　(BB)
クロス　　　　　  ヤマハ　ポリシングクロス(L)
　　　　　　　　  トレシー　ハイソフト(Ｌ)

応援特価￥480,000(税抜)
●ヤマハ YEP-642S

ユーフォニアム 小物
バルブオイルレギュラー　クリーニングスワブ BB
ポリシングクロスＭ　スライドグリススティック
マウスピースブラシＬ　ウォーターシート(1枚入)
ポリシングガーゼＬ(１枚入)　収納袋　

チューバ お手入れ用品

B&S
（ビーアンドエス）

3107-L(ケース別売)    ¥885,000
GR51L ¥1,313,000
3301-L ¥1,439,000
ソフトケース    ¥70,000
ハードケース   ¥230,000

¥708,000
¥1,050,400
¥1,151,200
¥56,000
¥184,000

チューバ（B♭管）
メーカー モデル 税抜定価 応援特価（税抜）

ヤマハ

YBB-641Ⅱ ¥790,000
YBB-645G  ¥850,000
YBB-841★  ¥1,200,000
YBB-841G★  ¥1,300,000

¥632,000
¥680,000
¥960,000
¥1,040,000

★は特別注文品のため、納期として4～5ヶ月を頂きます。

チューバ 小物

楽器修理屋さんからひとこと

縁の下の力持ち。ベースラインがなくては音楽が始まりません。とても重要な役割の楽器なので
お手入れを頑張って楽器の状態を万全にしておきましょう。チューバにはピストン式とロータリー
式の２種類があります。ピストン式はユーフォニアムのひとこと、ロータリー式はホルンのひとこと
を参考にしてください。

チューバ
Tuba

ジャンル メーカー・商品名
マウスピース ヤマハ スタンダード 銀メッキ
 バック スタンダード 銀メッキ
 ペラントゥッチ
マウスピース ギャラックス　(１本用)
ポーチ スヌーピー

税抜定価
¥8,400
¥9,500
¥15,000
¥1,600
¥2,400

税抜定価
¥700
¥1,000
¥1,100
¥1,000
¥930
¥1,000
¥770
¥1,000
¥770
¥1,000
¥550
¥720
¥1,760
¥810
¥1,800

ジャンル 　 メーカー・商品名
ピストン用オイル　 ヤマハ（レギュラー・ヴィンテージ)　
　　　　　　　　トロンバ(Ｔ-１)
　　　　　　　　  　トロンバ(Ｔ-２)
　　　　　　   　 ヘットマン(２・３)　　
ロータリー用オイル ヤマハ ローターオイル
 　　　　　　　 ヘットマン(ミディアムローター)
ロータリー軸用オイル　 ヤマハ　ロータースピンドルオイル
　　　　　　　　　　　ヘットマン(ライトベアリング)
レバー・ベアリング関係  ヤマハ  レバーオイル
　　　　　　　　ヘットマン(ベアリング＆リンケージ)
スライドグリス　　ヤマハ
ガーゼ　　　　　　　ヤマハ ポリシングガーゼ(Ｌ)
クリーニングスワブ　　ヤマハ　(BB)
クロス　　　　　  ヤマハ　ポリシングクロス(L)
　　　　　　　　  トレシー　ハイソフト(Ｌ)

ヤマハ お手入れセット

セット価格 ￥4,070（税抜） 

ロータリーチューバ
ローターオイル クリーニングスワブＢＢ 収納袋
ローターオイル専用ノズル マウスピースブラシＬ
ロータースピンドルオイル レバーオイル
ウォーターシート(1枚入) ポリシングクロスＭ

セット価格 ￥4,180（税抜）  

応援特価で
販売します

応援特価で販売します

応援特価で販売します

セット価格 ￥3,960（税抜） 
バルブオイルレギュラー　クリーニングスワブ(TBEP)　ポリシングクロスＭ　スライドグリススティック　収納袋
マウスピースブラシＬ　ウォーターシート(1枚入)　ポリシングガーゼＬ(１枚入)　

ヤマハ お手入れセット
ユーフォニアム

楽器修理屋さんからひとこと

ピストンが大きく、バルブケーシングとの隙間にも余裕があるのでバルブオイルはやや粘度の高いもの
(ヤマハ ヴィンテージ、ヘットマン クラシックピストン、トロンバ T-1等)を使うとタッチが良くなります。

応援特価で
販売します



東京都立小山台高校卒業。中学・高校時代は
チューバを担当し、吹奏楽に青春をささげました。

その後、代官山音楽院で管楽器修理の勉強をしたのち入社。店頭で楽譜
や楽器の販売をしながら、管楽器の修理もしています。お店では水色の
シャツが目印です！何かお困りのことがありましたら、いつでもお気軽
にお立ち寄りください。

♬ 営業担当者が直接学校へお伺いいたします。 
　 ご購入商品のお届け、楽器修理巡回や指導講師の派遣も行っております。
♬ 吹奏楽はもちろん、器楽や合唱などの楽譜やCDの詳細情報をお調べして、お届けいたします。

八王子高等学校卒業　在学中に吹奏楽コンクールとマーチングの全国大会に出場できました。
高校3年間は部活しか記憶がありません。その後、代官山音楽院で楽器修理の勉強をしたのち
入社。いまでも週末は八王子の吹奏楽団でユーフォニアムを吹いています。音楽のご相談は
もちろん、ご購入後の点検から修理までお任せください！

東京コンセルヴァトアール尚美 卒業
中学校の時にバンドでドラムを担当し音楽に目覚め、高校入学の際に吹奏楽部の演奏に
惚れ込み即入部。以来ずっと吹奏楽に関わってきた人生です。
楽器や楽譜などでお困りの事がございましたらお気軽にご相談ください。

学校サポートグループのご案内

学校での楽器選定について

中村 悟 町田・多摩・稲城・相模原地区 担当

池松 寛治 世田谷・調布・府中地区 担当

千葉商科大学卒業 愛媛県立伊予高等学校時代、トロンボーンで吹奏楽コンクール全国大会に
出場しました。田舎もんでしたので道に迷い、改めて普門館までの道のりは険しいんだと
感じました。経堂エリアのみなさんの活動のお手伝いをさせて頂きます。よろしくお願いします。
「まるきちさん」と呼んでくださいね！

丸田 勇悟 東京都23区・狛江地区 担当 070-5555-9774 maruta-y@suganami.com

小田急線 経堂
←新百合丘 新宿→

●みずほBK
●小田急OX

三井住友BK● 農
大
通
り

大丸
ピーコック
3F

経堂店

TEL:03-3425-9311
〒156-0051東京都世田谷区宮坂2-19-5 松原ビル3F 
営業時間 平日10:00～19:00 日祝10:00～18:00 ■ 定休日／水曜

経堂店

多摩センター駅
京王プラザ
ホテル

ココリア多摩
センター4F

モ
ノ
レ
ー
ル

イトー
ヨーカドー

サ
ン
リ
オ

ピ
ュ
ー
ロ
ラ
ン
ド多摩店

TEL:042-375-5311
〒206-0033東京都多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター4F
営業時間 10:00～20:00 ■ 定休日／元日

多摩店（お預かり窓口）

横川 藍

町田ANNEX

TEL:042-726-0311〒194-0021東京都町田市中町1-16-2 
■ 営業時間 平日 11:00～19:00／土日祝 10:00～19:00
■ 定休日 水

一流メーカーの管楽器を
豊富に在庫！
プレイヤーによる
選定品も充実！

管楽器専門店 スガナミ楽器 町田 ANNEX リペアマン常駐

計８年間（？）吹奏楽部に在籍。その後
ヤマハ管楽器テクニカルアカデミー
で管楽器修理を勉強し、スガナミ楽器
に入社。以後２０年以上に渡り
「お客様の楽器を本来の姿に」を
モットーに管楽器修理一筋で務め
させていただいています。

奈良県出身。高校
からトランペットを
吹き始め、大学まで

富田 基嗣

スガナミ楽器の在庫の中から何本かを学校までお持ちし、
部活動中に吹き比べていただくこともできます。顧問の先生や
先輩たちと相談し、担当者からもアドバイスさせていただき
ながら、自分にあった楽器をお選びいただけます。定期的に
学校に伺っていますので、購入後の定期点検などアフターケアも
お任せください。※具体的な流れについては、営業担当までお気軽にご
相談ください。

2019

提携駐車場：パンダ駐車場

至
八
王
子

POPビル

北口
　町田駅

交番 マツモトキヨシ

り
そ
な

銀
行

岩手県出身。中学・高校時代は吹奏楽に没頭し、コントラバスを6年。高校ではマーチングも経験し、
チューバを担当。その後、代官山音楽院にて管楽器修理を学び、のちに入社。マウスピース・楽器
の選定から調整・修理など、何でもご相談ください！

宮川 裕也 東京都23区・狛江地区 担当

TEL: 042-722-2693   FAX: 042-776-2120
■ 営業時間 9:00～17:30 ■ 定休日／日曜・祝日● お問い合わせはこちら！どうぞお気軽にお電話下さい！

SNSにて
情報発信中！

ヤマハテクニカルアカデミーを経て、
スガナミ楽器に入社。
お客様との会話を大切に、楽器の販売
からアフターケアまでお客様のサポート
をしています。また、アネックスの
フェイスブック担当です。ほぼ地元民
ですので、お気軽にお声掛けください。

相模原市立由野台
中学校、神奈川県立
弥栄高校卒業後

伊藤 南風

ニカルアカデミーにて修理を学び、
スガナミ楽器に入社。
学生時代は中学、高校共にバスクラリ
ネットを担当していました。楽器への愛情
とお客様への感謝の気持ちを込めて
精一杯頑張っていきたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

横浜市立横浜商業
高等学校卒業後、
ヤマハ管楽器テク

渡邊 舞

新潟県出身。代官山音楽院で管楽器
修理を学び、スガナミ楽器に入社。

中学・高校時代はテナーサックス、バスクラリネット
を担当していました。吹奏楽が大好きです！いつも
笑顔で明るく頑張ります。よろしくお願い致します。

神田 今日子

リペアマン常駐

スガナミ楽器 
町田店

LINE@ Twitterfacebook Instagram

070-5591-2051 nakamura-s@suganami.com

miyakawa-y@suganami.com

070-6660-8073 ikematsu-k@suganami.com



ご購入後のメンテナンス アフターサービスについて

管楽器は演奏する人が音を作る楽器です。音を出すということは演奏する人の技術も大切ですが、
楽器が正しい状態であることも同じくらい大切です。管楽器はどんなに良いものであっても、使って
いくうちに少しずつ状態が変化していきます。ですので買ったらそれでおしまい、ではなく定期的に
専門の技術者による点検・調整を受けることが、ずっと良い状態で使っていくために必要です。

スガナミ楽器ではリペアマン全員がヤマハのリペアグレードを取得しているほか、各メーカーの
認定を受けた熟練の技術者もおり、みなさんが楽しく美しい音で演奏できるようサポートしています。
またスガナミ楽器でご購入いただいた楽器は、保証期間中にはメーカーの保証内容に加えて、
トランペットは管内洗浄一回が無料、クラリネットは消耗の激しいタンポの交換代割引・無料など、
独自の修理特典を設けています。より良い状態で使っていただくために、是非ご利用ください。

クラリネット
Clarinet

トランペット
Trumpet

サックス
Sax

ホルン
Horn

トロンボーン
Trombone

ユーフォニアム・チューバ
Euphonium・Tuba

【お客様へ】
◎応援特価（税抜）20万円以上の商品のみ対象となります。
◎ご利用については現金およびUC・VISA・Masterカード支払いのみ適用。

◎本券は2019年5月31日まで有効です。
◎本券１枚に付き対象商品１台のみご利用頂けます。

スガナミ 春の管祭り ¥10,000 サービス券

フルート
Flute

2221

150セット限定　在庫がなくなり次第終了となります。

準備おっけー？ 基本4点セット

パーカッション用

共通小物

♪お手入れセット
※詳細は各楽器のページを
　ご参照ください。

4点セット

￥8,500
 

150セット
限定特価！

 
150セット
限定特価！

♪チューナー
　メトロノーム
ヤマハTDM-700

♪譜面台♪楽譜ファイル♪フリコ式メトロノーム

♪譜面台♪チューナー用マイクロフォン

♪楽譜ファイル

ヤマハTM-30

書き込み可能型
ピンク/ブラック/ブルー

税抜定価 ￥1,400

￥2,000

♪フリコ式メトロノーム
ヤマハMP-90 各色
税抜定価 ￥4,500♪教本

学校でご確認後、
お気軽にお問い合せ
ください。
税抜定価 ￥1,500

新入部員必携グッズ！スガナミセレクション新入部員必携グッズ！スガナミセレクション
管楽器・コントラバス

3点セット(トートバッグ付き)
（
税
抜
）

（
税
抜
）

￥7,750

スガナミオリジナル

トートバックに
入っているよ！

(定価¥10,400)

(定価¥8,900)

ディズニーチューナーメトロノームセット

♪譜面台♪楽譜ファイル
♪チューナー用マイクロフォン
♪ディズニーチューナーメトロノーム

4点セット(トートバッグ付き)
(定価¥10,900)

(TDM-700ディズニー 税抜定価 ¥4,500)

（
税
抜
）￥9,000

限定50セット

人気のスチール製譜面台
ハーキュレス BS050B税抜定価

￥4,000税抜定価

￥3,000税抜定価

管楽器のお手入れ方法を動画で解説！管楽器のお手入れ方法を動画で解説！
QRコードから簡単アクセス

スガナミ お手入れ フルート

スガナミ お手入れ サックス

スガナミ お手入れ トロンボーン

スガナミ お手入れ ユーフォニアム チューバ

スガナミ お手入れ クラリネット

スガナミ お手入れ トランペット

スガナミ お手入れ ホルン
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