
Mallets



M-101N M-102N M-103N M-104N
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研究されたヘッドバランスは初心
者にも扱いやすく、サスペンドシ
ンバルなどマルチに活躍します。

Musser Mallet（USA）のベストセラー ヴィブラフォンマレット「グッドヴァイブス・シリーズ」が、４種の硬さ
のバリエーションで復刻しました。しっかりしたラタンハンドルと質感のあるウェイトバランスや独特なコアの
形状、柔軟性が継承され、丈夫なラバーコアに丁寧な綿巻き仕様となりました。

ラタンハンドル
ハンドル長：390mm

ヘッド径：42mm × 36mm
マリンバ・ヴィブラフォン用

ラタンハンドル
ハンドル長：390mm

ヘッド径：43mm × 37mm
マリンバ・ヴィブラフォン用

ラタンハンドル
ハンドル長：390mm

ヘッド径：40mm × 37mm
マリンバ・ヴィブラフォン用

ラタンハンドル
ハンドル長：390mm

ヘッド径：42mm×37mm
マリンバ・ヴィブラフォン用

M-201N
Hard

￥5,600（税抜）

M-202N
Medium Hard
￥5,600（税抜）

M-203N
Medium

￥5,600（税抜）

M-204N
Soft

￥5,600（税抜）

MGV-31 MGV-33 MGV-35 MGV-37

M-201N M-202N M-203N M-204N

ラタンハンドル
ハンドル長：390mm

ヘッド径：41mm × 34mm
マリンバ・シンバル・小物打楽器用

ラタンハンドル
ハンドル長：390mm

ヘッド径：39mm × 34mm
マリンバ・シンバル・小物打楽器用

ラタンハンドル
ハンドル長：390mm

ヘッド径：39mm × 34mm
マリンバ・シンバル用

ラタンハンドル
ハンドル長：390mm

ヘッド径：41mm × 34mm
マリンバ・シンバル用

M-101N
Hard

￥5,400（税抜）

M-102N
Medium Hard
￥5,400（税抜）

M-103N
Medium

￥5,400（税抜）

M-104N
Soft

￥5,400（税抜）

大きめヘッドでも扱いやすい重厚
なバランスでヴィブラフォン､大型
マリンバにも対応します。

Musser 200 Series

綿巻き
ラタンハンドル長：390mm
ヘッド径：38mm × 40mm

ヴィブラフォン用

MGV-31
Soft

4本セット ￥25,200（税抜）
綿巻き

ラタンハンドル長：390mm
ヘッド径：35mm × 40mm

ヴィブラフォン用

MGV-33
Medium Soft

4本セット ￥25,200（税抜）
綿巻き

ラタンハンドル長：390mm
ヘッド径：35mm × 40mm

ヴィブラフォン用

MGV-35
Medium Hard

4本セット ￥25,200（税抜）
綿巻き

ラタンハンドル長：390mm
ヘッド径：35mm × 40mm

ヴィブラフォン用

MGV-37
Hard

4本セット ￥25,200（税抜）

Concert Mallets
‐コンサートマレット‐

Musser 100 Series

NEW Musser Good Vibes Series



MUS116 MUS117 MUS118MUS111 MUS112 MUS113 MUS132 MUS133 MUS134

MUS106 MUS107 MUS108MUS101 MUS102 MUS103 MUS122 MUS123 MUS124

ツーステップハンドル
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ヘッド付近を細く、持ち手部分を太くすることでバランスのとれたハンドリングが可能な、
Musser独自のハンドルデザインです。見た目よりしなり過ぎず、耐久性があるマレットです。

「ツーステップマレット シリーズ」は在庫がなくなり次第、販売終了となります。

Two Step Mallets
‐ツーステップマレット‐

丈夫なバーチ材のハンドル。
ストレートな響きを好むプレイヤーにおすすめです。

MUS116
Soft

￥7,600（税抜）

MUS117
Medium

￥7,600（税抜）

MUS118
Hard

￥7,600（税抜）

MUS111
Soft

￥6,500（税抜）

MUS112
Medium

￥6,500（税抜）

MUS113
Hard

￥6,500（税抜）

MUS132
Soft/Medium
￥5,700（税抜）

MUS133
Medium/Hard
￥7,200（税抜）

MUS134
Hard/EX.Hard
￥5,700（税抜）

Birch Handle Mallets
‐バーチハンドルマレット‐

MUS106
Soft

￥8,300（税抜）

MUS107
Medium

￥8,300（税抜）

MUS108
Hard

￥8,300（税抜）

MUS101
Soft

￥7,600（税抜）

MUS102
Medium

￥7,600（税抜）

MUS103
Hard

￥7,600（税抜）

MUS122
Hard

￥5,900（税抜）

MUS123
Medium/Hard
￥8,000（税抜）

MUS124
Hard/Ex.Hard
￥6,500（税抜）

バーチハンドル
ハンドル長：370mm

ヘッド径：
46mm × 35mm

マリンバ・ヴィブラフォン用

バーチハンドル
ハンドル長：370mm

ヘッド径：
46mm × 34mm

マリンバ・ヴィブラフォン用

バーチハンドル
ハンドル長：370mm

ヘッド径：
44mm × 34mm

マリンバ・ヴィブラフォン用

ツーステップハンドル
ハンドル長：350mm

ヘッド径：
48mm × 34mm

マリンバ・ヴィブラフォン用

ツーステップハンドル
ハンドル長：350mm

ヘッド径：
47mm × 34mm

マリンバ・ヴィブラフォン用

ツーステップハンドル
ハンドル長：350mm

ヘッド径：
44mm × 33mm

マリンバ・ヴィブラフォン用

ツーステップハンドル
ハンドル長：350mm

ヘッド径：28mm
シロフォン・パーカッション用

ブラス（真鍮）製
ツーステップハンドル
ハンドル長：350mm

ヘッド径：17mm
グロッケン用

クリア･レクサン
ツーステップハンドル
ハンドル長：350mm

ヘッド径：28mm
グロッケン・シロフォン用

ブラック･フェノリック
ツーステップハンドル
ハンドル長：350mm

ヘッド径：28mm
グロッケン・シロフォン用

ツーステップハンドル
ハンドル長：350mm

ヘッド径：28mm
シロフォン・パーカッション用

ツーステップハンドル
ハンドル長：350mm

ヘッド径：28mm
シロフォン・パーカッション用

バーチハンドル
ハンドル長：350mm

ヘッド径：28mm
マリンバ・ヴィブラフォン用

バーチハンドル
ハンドル長：350mm

ヘッド径：28mm
マリンバ・ヴィブラフォン用

バーチハンドル
ハンドル長：350mm

ヘッド径：28mm
マリンバ・ヴィブラフォン用

ホワイト・ポリボール
バーチハンドル

ハンドル長：350mm
ヘッド径：28mm

グロッケン・シロフォン用

クリア・レクサン
バーチハンドル

ハンドル長：350mm
ヘッド径：28mm

グロッケン・シロフォン用

ブラック・フェノリック
バーチハンドル

ハンドル長：350mm
ヘッド径：28mm

グロッケン・シロフォン用

製造
終了



ハンドル部には厳選された最高級ラタン材を使用。各種バランスの取れたヘッドボールにより、とても扱いやすいシリーズです。

ブラスヘッド
ラタンハンドル長：350mm

ヘッド径：16mm
グロッケン用

ベークライト
ラタンハンドル長：350mm

ヘッド径：25.5mm
グロッケン・シロフォン用

ポリカーボネート
ラタンハンドル長：350mm

ヘッド径：25.2mm
グロッケン・シロフォン用

ナイロン
ラタンハンドル長：350mm

ヘッド径：25.5mm
グロッケン・シロフォン用

GB-1
Very Hard

￥5,200（税抜）

GX-1
Hard

￥5,200（税抜）

GX-2
Medium Hard
￥5,200（税抜）

GX-3
Medium

￥5,200（税抜）
ポリエチレン

ラタンハンドル長：350mm
ヘッド径：25.5mm

グロッケン・シロフォン用

GX-4
Medium Soft
￥5,200（税抜）

Standard Keyboard Mallets
‐スタンダード・キーボードマレット‐

C9303315（2023年2月）　価格は2023年2月1日現在のもので、税抜表示です。

Mallets Bag
‐マレット バッグ‐

M-1000　￥68,000（税抜）
セット内容（合計定価 ¥73,200の商品）
■ ティンパ二マレット　TB-1H (HARD) , TB-3S (SOFT) 
■ マリンバ・シンバルマレット　M-101N(HARD) 、M-103N (MED) 
■ マリンバ・ヴィブラフォンマレット　M-202N (MED HARD) ,M-204N(SOFT) 
■ グロッケン用 ブラスマレット　GB-1（VERY HARD）  
■ グロッケン・シロフォンマレット　GX-1 (HARD) , GX-3(MED)  
■ マレットバッグ　GL8010

ナイロン製（底部：強化プラスチック） サイズ：幅21cm×高さ47.5cm
※着脱可能な四分割間仕切り付属で、効率的に収納できます。※マレット、スティックは含まれません。

マレット スターターキット
こだわりの設計と高品質な素材で､スクールバ
ンドにジャストフィットの使い心地で好評を頂
いておりますマッサーマレットシリーズに、必
要最低限なマレットをセレクトしたスターター
キットです。使い勝手が良く､
収納能力十分のマレットバッグも
付属して大変お買い得な
セットをご用意しました。

マッサー マレットバッグ
ショルダーベルト＆持ち手付きの便利な筒型マ
レットケース。マレットなら30～50ペアの収納が
可能で、吹奏楽部の各種マレット整理(バスドラム
マレット、ゴングマレット、チャイムマレットなど）
に、運搬にも最適でコンパクトに収納できるだけ
でなく、底の部分がハードタイプで耐久性にも優
れ自立します。小物ケース､ポケット付きでドラム
キー、工具なども収納可能です｡

GL8010　￥13,600（税抜）

本竹ハンドル
高級ドイツフェルト採用
ハンドル長：370mm

ヘッド径：25mm
ティンパニ用

TB-1H
Hard

￥11,000（税抜）
本竹ハンドル

高級ドイツフェルト採用
ハンドル長：370mm

ヘッド径：25mm
ティンパニ用

TB-2M
Medium

￥11,000（税抜）
本竹ハンドル

高級ドイツフェルト採用
ハンドル長：370mm

ヘッド径：22mm
ティンパニ用

TB-3S
Soft

￥11,000（税抜）

Professional 
Timpani Mallets
‐プロフェッショナル・ティンパニマレット‐

コンサートからアンサンブルまでどんなジャンルにも活躍する
オールハンドメイドのティンパニ用マレットです。
ハンドル部には厳選された節目のない高級本竹材を採用。
軽くて操作性の良いバランスは､奏者の微妙なコントロール
を忠実に伝えられ豊かな表現が可能となります。
研究されたRつきカットコルクヘッドと、高級ドイツフェルトの
採用でバランスの良いシリーズです。


