
価格は全て税抜表示となっております

PRICE LIST
2022年 7月21日現在

テナーバストロンボーン
アーティストモデル in B♭／F、中細管、デュアルボア：13.34mm/13.89mm(Fセクション：13.89mm）、ベル：219mm(8-5/8"）、仕上げ：ラッカー

52HR ベル材質：ローズブラス ￥369,000
※銀メッキ仕上げ ¥52,000up 

トラディショナルモデル in B♭／F、太管、ボア：13.89mm(Fセクション：14.27mm）、ベル：216mm(8-1/2"）、仕上げ：ラッカー

88HR ベル材質：ローズブラス ￥479,000
88HY ベル材質：イエローブラス ￥479,000
88HRT ベル材質：シンローズブラス（ライトウェイトベル） ￥479,000

※銀メッキ仕上げ ¥52,000up、オプションスライドに替える場合 ¥35,000up

オープンラップモデル in B♭／F、太管、ボア：13.89mm(Fセクション：14.27mm）、ベル：216mm(8-1/2"）、仕上げ：ラッカー

88HR-O ベル材質：ローズブラス ￥479,000
88HY-O ベル材質：イエローブラス ￥479,000
88HRT-O ベル材質：シンローズブラス（ライトウェイトベル） ￥479,000
88HRK-O ベル材質：ローズブラス 229mm（9"）（ラージベル） ￥494,000

※銀メッキ仕上げ ¥52,000up、オプションスライドに替える場合 ¥35,000up

デュアルボアスライド
モデル

in B♭／F、太管、デュアルボア：13.89mm／14.27mm(Fセクション：14.27mm）、ベル：216mm(8-1/2"）、仕上げ：ラッカー、
スクリューインリードパイプ:3タイプ(S.R.M) 付

88HR-DB ベル材質：ローズブラス ￥527,000
88HY-DB ベル材質：イエローブラス ￥527,000
88HRT-DB ベル材質：シンローズブラス（ライトウェイトベル） ￥527,000

※銀メッキ仕上げ ¥52,000up、オ－プンラップモデル選択可（同価格）

クリスチャン・リンドバーグ
モデル in B♭／F、太管、ボア：13.89mm(Fセクション：14.27mm）、ベル：216mm(8-1/2"）、仕上げ：ラッカー、バルブ：CL2000ロータリーバルブシステム

88HR-CL ベル材質：ローズブラス ￥652,000
88HY-CL ベル材質：イエローブラス 価格はお問い合わせください
88HRT-CL ベル材質：シンローズブラス（ライトウェイトベル） ￥652,000
88HRK-CL ベル材質：ローズブラス 229mm（9"）（ラージベル） ￥669,000
88H-S-CL ベル材質：スターリングシルバー 時価

※銀メッキ仕上げ ¥52,000up、オプションスライドに替える場合 ¥35,000up

アルトトロンボーン
in E♭、デュアルボア：12.47mm/12.70mm、ベル：178mm(7"）、仕上げ：ラッカー

34HY ベル材質：イエローブラス ￥364,000

in E♭／B♭(１ロータリー）、デュアルボア：12.47mm/12.70mm、ベル：178mm(7"）、仕上げ：ラッカー

36HY ベル材質：イエローブラス ￥445,000



テナートロンボーン
アーティストモデル in B♭、細管、ボア：12.70mm、ベル：203mm(8"）、仕上げ：ラッカー、スライド：ライトウェイト、リードパイプ:3タイプ付（100HY専用）

100HY ベル材質：イエローブラス ￥382,000

●価格は全て税抜表示となっております。

シンフォニーモデル in B♭、太管、ボア：13.89mm、ベル：216mm(8-1/2"）、仕上げ：ラッカー

8HR ベル材質：ローズブラス ￥405,000
8HRT ベル材質：シンローズブラス（ライトウェイトベル） ￥420,000

※銀メッキ仕上げ ¥52,000up

※銀メッキ仕上げ ¥52,000up

バストロンボーン
ボア：14.27mm(Fセクション:14.73mm）、ベル：242mm(9-1/2"）、仕上げ：ラッカー、スクリューインリードパイプ：3タイプ(B.C.D）付

62HR inB♭／F／E♭(オフセット） ベル材質：ローズブラス ￥762,000
62HR-I inB♭／F／G♭／D(インライン） ベル材質：ローズブラス ￥762,000

※銀メッキ仕上げ ¥65,000up

クリスチャン・リンドバーグ
モデル

ボア：14.27mm(Fセクション:14.73mm）、ベル：242mm(9-1/2"）、仕上げ：ラッカー、バルブ：CL2000ロータリーバルブシステム、スクリューイン
リードパイプ：3タイプ(B.C.D）付

62HR-CL inB♭／F／G♭／D(インライン） ベル材質：ローズブラス ￥1,190,000
※銀メッキ仕上げ ¥65,000up

ボア：14.27mm、ベル：254mm(10"）、仕上げ：ラッカー、スライド：ライトウェイト
110HR inB♭／F(1 ロータリー） ベル材質：ローズブラス ￥455,000

※銀メッキ仕上げ ¥65,000up

ボア：14.27mm、ベル：254mm(10"）、仕上げ：ラッカー、スライド：ライトウェイト
112HR inB♭／F／G♭／D(インライン） ベル材質：ローズブラス ￥650,000

※銀メッキ仕上げ ¥65,000up

フレンチホルン

ヴィンテージモデル
in F/B♭フルダブル、ボア：11.89mm、ベル：311mm（12-1/4"）ライトウェイト、仕上げ：ラッカー、
レバー：コードアクション(F／B♭⇔B♭／F切替可）（レバーブリッジ可動式）、
マウスパイプ・Fチューニングスライド：アマドウォーターキー付

ワンピースベル スクリューベル

Vintage 8D ER ニッケルシルバー　ラージスロートベル ￥1,120,000 ￥1,160,000

CONNstellation
モデル

in F/B♭フルダブル、ボア：11.89mm、ベル：311mm(12-1/4"）、仕上げ：ラッカー
レバー：コードアクション(F／B♭⇔B♭／F切替可）（レバーブリッジ可動式） ワンピースベル スクリューベル

8D ER ニッケルシルバー　ラージスロートベル ￥805,000 ￥928,000
8DY ER イエローブラス　ラージスロートベル ー ￥800,000
9D ER ニッケルシルバー　ミディアムスロートベル ー ￥800,000
9DY ER イエローブラス　ミディアムスロートベル ー ￥800,000
9DR ER ローズブラス　ミディアムスロートベル ー ￥800,000

※銀メッキ仕上げ  時価

アーティストモデル in F/B♭フルダブル、ボア：11.89mm、ベル：305mm(12"）、仕上げ：ラッカー、レバー：コードアクション ワンピースベル スクリューベル
6D イエローブラス　ミディアムスロートベル ￥605,000 ￥585,000

※銀メッキ仕上げ  時価

in F/B♭フルダブル、ボア：11.89mm、ベル：305mm(12"）、仕上げ：ラッカー、レバー：コードアクション、
マウスパイプ：ウォーターキー付 ワンピースベル スクリューベル

7D イエローブラス　スモールスロートベル ￥605,000 ￥643,000

ディレクターモデル in Fシングル、ボア：11.89mm、ベル：305mm(12"）、仕上げ：ラッカー、レバー：コードアクション ワンピースベル
14D イエローブラス　スモールスロートベル ￥408,000

※銀メッキ仕上げ  時価

シンフォニーモデル in F／B♭フルダブル、ボア：11.89mm、ベル：305mm（12"）、仕上げ：ラッカー
レバー：第1,2,3(コードアクション）（レバーブリッジ可動式）／第4(ボールジョイント）（MINIBAL使用） ワンピースベル スクリューベル

11D イエローブラス　ミディアムスロートベル ￥805,000 ￥850,000
11DR ローズブラス　ミディアムスロートベル ￥805,000 ￥850,000

※銀メッキ仕上げ  時価

※6Dスクリューベル製造終了

※製造終了

※製造終了

※製造終了

※製造終了



ヴィンテージ ワンモデル inB♭、ボア：10.49mm、ベル：ローズブラス152mm(6"）、ワンピースハンドハンマー加工、リードパイプ：イエローブラス、3rdスライドトリガー：木製

1FR ラッカー仕上げ ￥348,000
1FR-SP 銀メッキ仕上げ ￥368,000

●価格は全て税抜表示となっております。

トランペット
CONNstellation
モデル

inB♭、ボア：11.73mm、ベル：イエローブラス124mm(4.875"）、シームレス、リードパイプ：リバースシステム、チューニングスライド：ラウンドクルーク、
付属：ヘビートップ＆ボトムバルブキャップ、モジュラーバルブウェイトシステム

52B-SP 銀メッキ仕上げ ￥332,000

フリューゲルホルン

inBB♭、ボア：16.71mm、ベル：457mm(18"）、ピストン：４フロントアクション

5JW ラッカー仕上げ ￥1,230,000

チューバ

スーザフォン

inBB♭、ボア：18.64mm、ベル：オールブラス製660mm(２６"）、ピストン：ショートストロークアクション

20KW ラッカー仕上げ 3 バルブ ￥1,650,000
20KSPW 銀メッキ仕上げ 3 バルブ ￥1,820,000
20KSBW サテンシルバー仕上げ 3 バルブ ￥1,820,000

inBB♭、ボア：18.64mm、ベル：イエローブラス660mm(２６"）、ピストン：4本／ショートストロークアクション

40KW ラッカー仕上げ 4 バルブ ￥1,800,000
40KSPW 銀メッキ仕上げ 4 バルブ ￥1,980,000
40KSBW サテンシルバー仕上げ 4 バルブ ￥1,980,000

※製造終了

ヴィンテージ ワンモデル inB♭、ボア：10.49mm、ベル：ゴールドブラス152mm(6"）、ワンピースハンドハンマー加工、リードパイプ：イエローブラス、3rdスライドトリガー：木製

1FG ラッカー仕上げ ￥450,000
1FG-SP 銀メッキ仕上げ ￥470,000

※製造終了



マウスピース アクセサリー

●価格は全て税抜表示となっております。

トロンボーン クリスチャン・リンドバーグモデル お手入れ品
モデル 仕様 比較 SP GP

細管10CL 直径25.00mm BACH 6-3/4C相当 ￥19,900 ￥54,700

細管13CL 直径25.40mm
BACH6 1/2AL相当、
10CLバックボアより
ナロー

￥19,900 ￥54,700

細管15CL 直径24.75mm BACH 12C（カップ）
相当 ￥19,900 ￥54,700

太管2CL 直径25.50mm BACH 5G相当 ￥19,900 ￥54,700
太管4CL 直径25.40mm BACH 6-1/2AL相当 ￥19,900 ￥54,700
太管5CL 直径24.75mm BACH 7C相当 ￥19,900 ￥54,700

チューバ ヘルバーグモデル
モデル 仕様 SP GP
7B 直径32.00mm カップ（ミディアムディープ） ￥20,200 ￥53,000
STD 直径32.00mm カップ（ディープ） ￥20,200 ￥53,000

モデル
バルブオイル　　　4101 ￥950
ロータリーオイル　4103 ￥950
スライドクリーム　トロンボティン　338 ￥1,600

オプション・スライド　トロンボーン 88H シリーズ用
モデル 仕様

SL2547 .525/.547（13.34/13.89mm）デュアルボア H.T.X.3パイプ付 ￥274,000
SL4747 .547/.547（13.89/13.89mm）ストレートボア S.R.M.3 パイプ付 ￥252,000
SL4762 .547/.562（13.89/14.27mm）デュアルボア　S.R.M.3 パイプ付 ￥292,000
SL6262 .562/.562（14.27/14.27mm）ストレートボア B.C.D.3 パイプ付 ￥252,000

モデル 仕様
S スタンダード･ラージシャンク･トラディショナルテーパー ￥12,700
R レミントン･ラージシャンク･トラディショナルテーパー ￥12,700
M スタンダード･ラージシャンク･ ロングテーパー ￥12,700
H スタンダード･スモールシャンク･ショートタイプデザイン ￥12,700
T スタンダード･スモールシャンク･ ロングタイプデザイン ￥12,700
X スタンダード･ラージシャンク･ストレートテーパー ￥12,700
B スタンダード･ラージシャンク･ ロング＆スローテーパー ￥12,700
C スタンダード･ラージシャンク･ショート＆スローテーパー ￥12,700
D スタンダード･ラージシャンク･ショート＆クイックテーパー ￥12,700

リード・パイプ　トロンボーン 88H シリーズ用　スクリュータイプに対応

マウスピース・アダプター
モデル

195B トロンボーン細管から太管 ￥3,100
195F フレンチホルンからアルトホルン ￥2,900
195H トロンボーン細管からレミントンシャンク ￥2,900
195M フレンチホルンからメロフォン ￥2,900
195T コルネットからトランペット ￥2,900
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公式アカウントで最新情報発信中！

 ※表示価格は2022年7月21日現在のもので、税抜表示です。
※仕様、付属品は予告なしに変更される場合があります。

またモデルによっては納期を必要とする場合がありますので、ご了承ください。


