Concert percussion

ABOUT / Black Swamp Percussion

ー ブラックスワンプ パーカッションについて ー

高品質の打楽器メーカー
ブラックスワンプパーカッション

Black Swamp Percussion社（以下BSP社）は、1994年から高品質なサウンドを求め、優れた職人技術による楽器製造を
行っています。

良質のタンバリンをはじめ、
豊かな響きのトライアングルやウッドブロック等多くの打楽器奏者から絶大な支持を得ています。
また、新開発された異なるケーブルを個別調整できるマルチソニックスネアシステムを搭載したスネアドラムはBSP社の技術
革新そのものです。

BSP社は、コンサートパーカッションの設計において世界をリードするイノベーターとして、パーカッショニストが素晴らしい
音楽を作り出せるよう､アメリカで製造＆調整された優れた打楽器を提供し続けています。
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HISTORY

ー ブラックスワンプの歴史 ー

1994

ブラックスワンプパーカッションの始まりはオハイオ州ボーリンググリーンの地下の小さな一室でした。
創業者のエリックはその小さな工房でタンバリンのシェルを作成していました。

1995

1995年に、その小さな工房をミシガン州エイドリアンに移転します。そして、自宅のガレージの半分を工房にしまし
た。最初のラインナップはタンバリンと、竹製のティンパニマレットでした。

1997

事業の拡大に合わせて、1997 年に工房をウエストミシガンへ更に移転しました。ブラックスワンプのコンサートカスタ
ネットは、初のハンドル付きのカスタネットとなりました。

1999

そして1999年､ ブラックスワンプパーカッション独自のスネアのシステム 『SoundArt Snare System』 を開発しまし
た。異なるケーブルのテンションを個別に調整するという古くからのアイデアを実現しました。

2001

「SoundArt Snare System」を大幅に改良し、現在も世界中のオーケストラで使用されている
「Mul t isonic
System」を開発しました。

2005

事業の拡大に伴って、工房を現在も使用している 1万平方フィートの工場へと移動しました。そして、PASICへと
初めての出展を行いました。

2009

品質がより安定したカーボン製シャフトのティンパニマレットを開発しました。

2012

現代の打楽器レパートリーの新しい方向性に対応するため､ 多くの演奏者の要望から「BSP Multibass」を開発し
ました。

2020

ブラックスワンプパーカッションは 2020 年に、記念すべき 25周年を迎えました。

Artist

新野将之

Nino Masayuki

イタリア 国 際 打 楽 器コンクール1位 を はじ め３つ の 国 際 コンクール に て優 勝 を 飾 る 。
ソロ・管 弦 楽・吹 奏 楽・室 内 楽・劇 伴 など 幅 広 い ジャンルで 活 躍 。
地 域 創 造 お んか つアー ティスト。東 京 コン サ ーツ 所 属 。東 京 音 楽 学 院 講 師 。

"BSP instruments always excite me. The sound is clear, colorful and has endless possibilities."

“ブラックスワンプパーカッションはいつも私を興奮 させてくれます。
クリアーでカラフルなサウンドは 無 限 の可 能 性を秘 めています”
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スネアドラム
マルチソニック・シリーズ

ソリッドシェル（単板）

個 別 調 整 可 能 な５種 類 の 異 なるタイプの ケーブル を瞬 時 に 組 み合 わ せ、 多 彩 な 音 色を 表 現 出 来るプロ仕様のマルチソニック・ストレイナーを採用。なかでも
ソリッドシェルは、厳 選した無垢材と高度な成 型 技 術による最高級シェルで接 着 剤を極 力少なく、本来のウッドシェルの豊かな 響きを余すことなく表 現できる
逸品です。

MS514CHD

チェリー単板

マルチソニックのシステムにチェリー材ならではの深い響きが加わったモデルです。まとまりの
あるサウンドはオーケストラをはじめ、オーケストラのアレンジ曲に最適です。
【仕様】
▶ 5"×14"

▶ソリッドシェル

▶ダイキャストフープ

▶マルチソニックスネアシステム

CHERRY

MS514MAD

メイプル単板

マルチソニックのシステムにメイプル材特有の明るく明瞭なサウンドが組み合わさったモデルです。
心地の良い音の抜け感は吹奏楽の多様な楽曲にマッチします。
【仕様】
▶ 5"×14"
▶ソリッドシェル
▶ダイキャストフープ
▶マルチソニックスネアシステム
MAPLE

MS514WAD

ウォルナット単板

マルチソニックのシステムとウォルナット材がもつ重厚な音色が融合したモデルです。芯のある力
強い音質はソロをはじめ 幅広いパフォーマンスに順応することができます。
【BLACK SWAMP Percussion 社エンドーサー 新野将之氏 使用モデル】
【仕様】
▶ 5"×14"
▶ソリッドシェル
▶ダイキャストフープ
▶マルチソニックスネアシステム
WALNUT

マルチソニック・ストレイナー
各ケーブルを其々個別にワン
タッチで調整が可能

マルチソニック・シリーズ プライシェル（7PLY メイプル）
プロ仕様のマルチソニック・ストレイナーを採用した 7 プライシェルのモデル。
クロスラミネート加工した北米産メイプルの７枚合板シェルで、輪郭の明瞭なまとまりのある響きを演出します。

MS514MD

【仕様】
▶ 5"×14"
▶ 7PLY メイプル
▶ダイキャストフープ
▶マルチソニックスネアシステム

Cherry Rosewood
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Concert Black

サウンドアート・シリーズ ソリッドシェル（単板）
厳選した３種類のケーブルを組み合わせたシンプルなストレイナーのシリーズ。個別調整は出来ないながら、深みのある豊かな響きを容易に得られるストレイナーを採用。
厳選した無垢素材を使用したソリッドシェルのサウンドは、吹奏楽からオーケストラまで幅広く対応できるモデルです。
サウンドアート・ストレイナー

【仕様】
▶ 5”×14”
▶ソリッドシェル
▶ダイキャストフープ
▶サウンドアートスネアシステム

SA514WADT ウォルナット単板
SA514MADT メイプル単板

WALNUT

MAPLE

厳選した３種類のケーブルを組み合わ
せたシンプルなストレイナースイッチ。
8B、5W、8S の組み合わせです。

サウンドアート・シリーズ プライシェル（7PLY メイプル）
サウンドアート・ストレーナーを採用した 7 プライメイプルシェルのモデル。
クロスラミネート加工した北米産メイプルの 7 枚合板シェルで 輪郭の明瞭なまとまりのある響きを演出します。
【仕様】
▶ 5”×14”
▶ 7PLY メイプル
▶ダイキャストフープ
▶サウンドアートスネアシステム

SA514MDT

Cherry Rosewood

マルチソニック／サウンドアート

Concert Black

ケーブルユニット

5 種類の異なるタイプのケーブルをそれぞれ個別に調整セッティングすることができます。
このシステムにより演奏する曲、または曲中においても瞬時に音色の変更が可能になり、求められる最良なサウンドを無限大に創り出すことが可能になりました。
マルチソニック〈5種〉

8B Blue Coated Cable
ブルーコーティングされたケーブルユニットは、奏者のあらゆる要求にも的確に反応するガット
タイプで、繊細さとボリュームの両方を兼ね備えたオールマイティなクラシックタイプです。

6S Stainless Steel Cable
6 本のステンレススチールのケーブルユニットは8S の柔らかい響きを持ちながら、クリアーで輪郭
のはっきり したサウンドが特⻑です。

8B

6S

5W

8S

6G

5W Wire Wound Cable

サウンドアート〈3種〉

ワイヤー処理（巻線）されたケーブルユニットはパリッとした明るい響きで、幅広いダイナミック
レベルに対して高次元で繊細に反応してくれます。

8S Stainless Steel Cable
ステンレススチールのケーブルユニットはしっとりとした柔らかい響きで、奏者の微妙な要求に
対し絶妙バランスで明るく繊細に答えてくれます。

8B

5W

8S

新野将之氏による使い方をご紹介
動画はこちら→

6G Gold Coated Cable
ゴールドコーティングされたケーブルユニットは、
ガット（羊腸）
に近い独特のサウンドで、
クラシカル
な響きを豊かに表現してくれます。また厚いケーブルタイプにより大音量のダイナミックレベルにも
しっかりと対応します。
※各ケーブルは付け替えも可能です。

■別売 マルチソニック用ケーブルオプション 単体：4C Curly Wire Cable
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スネアドラム
プロ ‐10 コンサートスネアドラム

プロ ‐10 フィールド ドラム

PT5514MS

PT1014MS

【仕様】
▶ 5.5"×14"
▶ 9PLY メイプル
▶ 2.3mm フープ
▶カスタムスネアシステム

カスタムスネアユニット

ゴールド、ブルー、ステン
レスケーブルで構成される
単一 のスネアユ ニットは、
希望のサウンドを創り出す
ことが可能です。

コンサート メイプル スネアドラム

【仕様】
▶ 10"×14"
▶ 5PLY メイプルシェル
（レインフォースメントリング仕様）
▶ 2.3mm フープ
▶カスタムスネアシステム

シンフォニック フィールド ドラム

CM514CR

SA1014MST

【仕様】
▶ 5"×14"
▶ 7PLY メイプルシェル
▶ 2.3mm フープ
▶チェリーローズウッドフィニッシュ

【仕様】
▶ 10"×14"
▶ 6PLY メイプルシェル
（6PLY レインフォースメントリング仕様）
▶ 2.3mm フープ
▶トリオストレイナー（個別調整可）
▶サウンドアートスネアシステム
▶コンサートブラックフィニッシュ

フィールドドラム

コンサートスネアのサウンドの中でも、ダークで深い響きを求められる楽曲に最 適なフィールドドラムです。
10インチの深さのシェルと複 数のケーブルをミックスしたワイヤースネアによるシンフォニックサウンドは、バンドのサウンドに彩を添える事でしょう。
本格的な仕様のシンフォニック・シリーズと扱いやすいプロ -10シリーズ2機種がラインアップ。

主な使用曲例

⃝レスピーギ（ローマの祭り） ⃝ラヴェル（ダフニスとクロエ） ⃝シュミット（ディオニソスの祭り） ⃝アーノルド（ピーター・ルー） ⃝ウィーラン（リバーダンス）
⃝バルトーク（中国の不思議な役人） ⃝ジョン・マッキー（ワインダーク・シー） 等

別売りスネア用ケーブルユニット
Wrap Around Style

Standard Style

ラップアラウンドスタイルのケーブルユニットは全面あたりになるようにカスタムメイドで
作られており、ボトムフープの穴が小さいスネアドラムでも対応できるようにスリムな
※適切に使用するためには、スネアベッドが必要です。
デザインを採用しています。

スタンダードスタイルのケーブルユニットは一般的なスナッピーと同じように
デザインされています。他のスナッピーと同様に簡単に交換することが可能であり、
あたたかいサウンドを奏でます。

Wrap Around Style

Standard Style

材質

説明

W14S

S14S

Uncoated Stainless

ステンレススチールのケーブルユニットはしっとりとした柔らかい響きで、奏者の
微妙な要求に対し絶妙バランスで明るく繊細に応えてくれます。

W14C

S14C

Blue Coated Stainless

ブルーコーティングされたケーブルユニットは、奏者のあらゆる要求にも的確に反応
するガットタイプで、繊 細さとボリュームの両方を兼ね備えたオールマイティな
クラシックタイプです。

W14CS

S14CS

Uncoated/BlueStainless

丸く柔らかいサウンドの青いコーテッド･ ケーブル（12 本 )と､ 明るく繊細なサウンドの
ステンレス スティール（6 本）の両方の良さをミックスしたモデルです。

Gold Coated Stainless

ゴールドコーティングされたケーブルユニットは、
ガット（羊腸）
に近い独特のサウンド
で、
クラシカルな響きを豊かに表現してくれます。
また厚いケーブルタイプにより大音
量のダイナミックレベルにもしっかりと対応します。

W14G

スエードダンパーミュート
チューニングボルトに取り付け ON/OFF が容易にできる、BLACK SWAMP 社が提案する超シンプルなダ
ンパーミュートです。
金属的な余韻を程よく抑え、自然なシェル鳴りを十分に引き出しながらコンサートバンドに求められる繊細
なタッチを実現します。
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BSDD BLK

サウンドアート シリーズ タンバリン
カーフヘッドシリーズ
ブラックスワンプの代名詞とも言えるコンサートタンバリン 〈サウンドアート シリーズ〉は多くの打楽器奏者に支持を得ているスタンダードモデルです。ソリッドアッシュ材

によるシェルをはじめとして、最高級カーフスキンを採用するなど徹底的に品質にこだわったタンバリンです。吹奏楽ジャンルでは、明るいサウンドのクロームジングル
TD-1 が最もスタンダードなモデルとなりますが、そのほかにも多彩なジングル素材で豊かなサウンドバリエーションがあります。詳しくはサウンドチャートを参考にして
いただき、お好みのモデルをお選びください。
モデル

ジングル

10 インチ ダブル・ロウ

TD1

TD2

TD1

クローム

TD2

フォスファーブロンズ

TD3

ジャーマンシルバー

TD4

ベリリウムコパー

TC1

クローム / ブロンズ

TC2

クローム / ジャーマンシルバー

10 インチ シングル・ロウ
TS1

クローム

TS2

フォスファーブロンズ

TS3

ジャーマンシルバー

TS4

12 インチ

TC1

ベリリウムコパー

シングル・ロウ

T12-1

クローム

T12-4

ベリリウムコパー

TC2

シンセティックヘッドシリーズ
レモ社のルネッサンスヘッドを採用したサウンドアート・シンセティックヘッドシリーズは、カーフヘッドに勝るとも劣らないサウンドと反応の良さ､ そして温湿度に影響を
受けやすいカーフヘッドに対し、一定の音質とテンションが保たれるため、タンバリンそのものの寿命が維持できます。

モデル

ジングル

10 インチ ダブル・ロウ

TD1S

TD1S

クローム

TD2S

フォスファーブロンズ

TD3S

ジャーマンシルバー

TD4S

ベリリウムコパー

TC1S

クローム / ブロンズ

TC2S

クローム / ジャーマンシルバー

TC2S

S3 シリーズ
全体のサウンドとしては、繊細なタッチにこだわりながら、音量を犠牲にすることなく操作性の向上にこだわった画期的なモデルです。
■ソリッド・チェリーシェル：軽量で硬い材質である単板のチェリー材を使用。反応の良い響きと操作性の良さが特徴です。
■エイジド・ブラスジングル：エイジド加工したブラス製のジングルにより、明るさの中に落ち着いた響きを与え、品の良いサウンドに仕上がっています。
■レモ社のルネッサンスヘッドを採用したサウンドアート・シンセティックヘッド。
モデル

ジングル

10 インチ ダブル・ロウ
S3TDS

エイジド・ブラス・ジングル

10 インチ シングル・ロウ
S3TSS

S3TDS

エイジド ･ ブラス ･ ジングル

S3TSS
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サウンドアート シリーズ サウンドチャート
●縦軸（Pitch）
サウンドの明るさ（ジングルのピッチ）

クローム

●横軸（Sustain）
ジングルのサスティーンの長さ

フォスファーブロンズ

サウンドアートシリーズ

ジャーマンシルバー

クローム / ブロンズ

ベリリウムコパー

ジングル解説

■クローム

■クローム／ブロンズ

■フォスファーブロンズ

ジングルを交互に配置し、
二つの響きを融和したコンビネーションモデルです。
そ

■ジャーマンシルバー

■クローム／ジャーマンシルバー

明るく、
歯切れが良く、
輝かしい高級感のある響きが特徴です。
ダークで柔らかく、
サスティーンが長く、
重厚な響きが特徴です。
明るさの中に上品な柔らかい響きを持つ伝統的なタンブリンサウンドです。
■ベリリウムコパー

柔らかさとあたたかみのある音色、また歯切れも良いバランスのとれたジン

歯切れの良い明るい響きのクロームジングルと柔らかく深い響きを持つブロンズ
れぞれの特徴を生かした響きを豊かにする効果が得られます。

歯切れの良い明るい響きのクロームジングルと上品な柔らかい響きを持つジャー
マンシルバージングルを交互に配置したコンビネーションモデルです。
それぞれの特徴を生かした響きを豊かにする効果が得られます。

グルです｡

オーバーチュア シリーズ タンバリン
エントリーモデルとしてコストパフォーマンスの高いオーバーチュアシリーズ。
明るく切れの良いポリッシュドブラスジングル､ 良質のメイプルシェル、全天候
型のルネッサンスヘッド仕様となっており、大変コストパフォーマンスに優
れています。
モデル

ジングル

10 インチ ダブル・ロウ
TDOV

ポリッシュドブラス

■ポリッシュドブラス：歯切れが良く、ジャンル
を選ばない明るいサウンドが特徴です。

ポリッシュドブラス
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クローム / ジャーマンシルバー

TDOV

レジェーロ シリーズ タンバリン
Leggiero（レジェーロ）とはイタリア語で軽快で優美という意味。チェリー
ウッド素材のシェルで軽量化、またシェルの幅を狭くして手が小さい奏者で
も持ちやすく設計されているレジェーロ タンバリン。小ぶりなジングルで、
キレも反応も良く、まとまりの良いサウンドになっています。繊細で軽快な
演奏におすすめのモデルです。
モデル

ジングル

10 インチ ダブル・ロウ
LGTD1

クローム

LGTC2

クローム / ジャーマンシルバー
LGTD1

LGTC2

タンバリン用 アクセサリー
モデル
TB10
THR10
BWX
TMOUNT

仕様
タンバリン用バッグ

8 インチ /10 インチ用

ヘッドリプレースメントキット

10 インチ用

ビーズワックスブロック for Gription
タンバリン ワンマウント

■ TB10：大切なタンバリンを保護し､持ち運びしやすいパッド入りナイロン製バッグです。
■ THR10：ブラックスワンプ・タンバリン（10インチ）のヘッドを張り替える際に必要な
ヘッドとケーブルがセットされたキットです。
■ BWX：指につけることで適度な摩擦が生じ、ロール奏法や細かい表現がしやすくな
ります。
■ TMOUNT：シンバルスタンドに取り付けるタンバリンホルダーです｡ シェルの穴を使用
して直接シンバルスタンドに取り付ける方法もありますが不安定で演奏しにくいものです。
このマウントホルダーは、しっかりタンバリンを固定するだけでなく、打面の水平度
を保つ優れもの、こだわりの商品です。

TB10

TMOUNT

使用例

カスタネット
プロフェッショナル • コンサートカスタネット
フォルテからピアノまで存在感のあるトーンで鳴らすことができるカスタネット。
膝上や空中でも、ストレスなく演奏できる革新的なハンドルです。
モデル

グラナディラ

材質

サイズ

PCC3-GD

グラナディラ

ラージ（ペア）

2 7/8"

PCC3-PH

パープルハート

ラージ（ペア）

2 7/8"

パープルハート

プロフェッショナル・カスタネットマウンティングフレーム
パウダーコーティングされたアルミ製のスマートなカスタネットフレーム。
ラバー製のマウントホールにカスタネットのハンドルをすべり込ませます。
モデル

仕様

PCMF

マシーンスタイル

使用例
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トライアングル
レガシーブロンズ トライアングル
1本 1本、職人の手で製造されたハンドメイド トライアングルです。製造上のハンマリング跡もリアルで、美しく重厚な響きが特徴です。豊かなサスティーンと質感
のあるハーモニーは多彩なシーンを演出します。			
モデル

サイズ

LBT5

5 インチ

LBT6

6 インチ

LBT7

7 インチ

LBT8

8 インチ

※トライアングルは、
ビーター、
紐などのアクセサリーは別売りとなります。

アルティザン トライアングル
豊かで、ダイナミックなサウンドが特徴のアルティザントライアングル。ニッケルプレートは自然な倍音を引き出すだけでなく、腐食にも強く、どの サイズ に
おいても叩く強さに左右されず倍音が均等に響きます。
モデル

サイズ

AT4

4 インチ

AT6

6 インチ

AT8

8 インチ

AT10

10 インチ

※トライアングルは、
ビーター、
紐などのアクセサリーは別売りとなります。

アルティザン トライアングルビーター
モデル

仕様

SET3

3 本セット（STB1, STB3, STB4）、ケース付

SET6

6 本セット（STB1, STB3, STB4 各 2 本）、ケース付

スペクトラム トライアングルビーター

SET3

SET6

スペクトラム トライアングルビーターは、ラバーグリップと特殊加工のブロンズヘッドにより、気になる嫌な衝撃音を抑えた高品質のトライアングルビーターで、
美しいロールサウンドが可能になります。
モデル

仕様

SPEC1

ライト（1/4 インチ）

SPEC2

ミディアムライト（5/16 インチ）

SPEC3

ミディアム（3/8 インチ）

SPEC4

ティアドロップ

SPSET1

3 本セット（SPEC1, SPEC2, SPEC3）、ケース付

SPEC1

SPEC4

トライアングル用 アクセサリー

トライアングルトリガー
シンバルスタンドに取り付け可能です。
トライアングルは最⼤ 8 インチまで取り付け可能です。
ビーターは、持ち⼿が直径 1/8"、3/16"、1/4"
のものが取り付け可能です。
ビーターマウントは、倍⾳が最⼤限に発揮される
⾓度にセットされています。
トライアングルとビーターの位置を⾃由に
調整することができます。
スペクトラムトライアングルビーター（SPEC1）
1 本が付属です。
※トライアングルは付属しません。
ATSB

TRCLIP

トライアングルクリップ
安定性のあるクリップタイプのトライアングルホルダー。
指にかけ使用することも可能です。

モデル
TRCLIP

トライアングルクリップ
トライアングルケース /4 ～ 8 インチ用

ATLB

トライアングルケース /10 インチ用

TRITRIG
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仕様

ATSB

TGP

SPSET1

ギグバッグ / ナイロン製
DTT トライアングルトリガー

ATLB

ギグバッグ
マレットバッグやトランクの中で見失いやすい
ビーターやホルダーなどをコンパクトに収 納
できるスマートなナイロンケース。
①トライアングルクリップ、ハンガーなどのアクセ
サリーを収納
②トライアングルビーター用の 3つのポケット
③トライアングル用のポケット（～ 10インチ）

①

②
③

※写 真のトライアングル、ビーター、クリップ等含ま
れません。

装着例

TGP

DTT

ブロック
ウッドブロック
市場で安定供給される、最高品質のサトウカエデから作られるブラックス
ワンプ社のウッドブロック。テーブル置きでの演奏、ホルダーやスタンドに
取り付けての演奏が可能です。
モデル

MWB0

サイズ

MWB0

X ‒ ラージ

MWB1

ラージ

MWB2

ミディアム

10.5"×3"×3"
9"×2.75"×2.75"
8"×2.5"×2.5"

MWB3

スモール

7"×2.25"×2.25

MWB4

タイニー

5.5"×2"×2"

MWB1
MWB2

MWB3

MWB4

テンプルブロック
メインボディには硬いトネリコ材を、エンドにはフィンランド産のシラカバ
合板を使用したテンプルブロック。曲線デザインによりスクエアタイプの
ブロックよりもスイート・スポットが広くなっているため演奏しやすく､ あた
たかく丸みのあるサウンドが特徴です。 ※特製のマレットホルダー付き。
モデル

仕様

TB-SET5

5 音セット（C-D-F-A-c）、ホルダー仕様

TB-SET6

6 音セット（C-D-F-G-A-c）、ホルダー仕様

TB-SET5

アクセサリー
フィンガーシンバルアタッチメント

レックプレート
レコーディング現場等、多数小物打楽器を演奏する場合に便利なホルダー
です。細かいサイズ違いのフックで、トライアングルをはじめビーター
など、 色々な 小 物を一 括して吊るすとこが できる優れもの。シンバル
スタンドに取り付けて簡単に使用できます。

DTTトライアングルトリガーに取り付けるフィンガーシンバル
専用アタッチメント。
※フィンガーシンバルは付属しません。

モデル

モデル

RecPlate for Percussion Mounting レックプレート

TRITRIG-FINGERCYM

仕様
DTT フィンガーシンバルアタッチメント

装着例

使用例
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仕様、
付属品は予告なしに変更される場合があり、
モデルによっては納期を必要とする場合があります、
ご了承ください。
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