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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


	20190320_1_2p
	20190320_3_4p
	20190320_5_6p
	20190320_7_8p
	20190320_9_10p
	20190320_11-12p
	20190320_13-14p
	20190320_15-16p
	20190320_17-18p
	20190320_19-20p
	20190320_21_22p
	20190320_H1_H4



