吹奏楽部員のための
三響楽器スプリングフェア

SPRING Fair 2017
4月29日

セール期間：

➡ 5月28日
ユーフォニアム・チューバ
展示即売会

特選管楽器販売
三響楽器オススメの特選管楽器を
ご用意致しました。
選定品も多数取り揃えましたので、
この機会にお気に入りの楽器を
見つけてください。

5月5日㊗〜7日

ユーフォニアム・チューバの展示試奏・販売を行います。

打楽器フェア

5月24日 〜28日

コンサートパーカッションの展示試奏・販売を行います。

吹奏楽部に入ったら…
Step 1 音楽用品を揃えましょう！

Step 2

全てのパートで使用するものですが、学校によっては部で用意していただけることもございま
すので、
顧問の先生にご相談して必要なものを揃えてください。

ヤマハ MS-250ALS

定価￥5,724の品……………………………………………………

￥4,800

キクタニ KMS-7B

［ 譜面台 ］

アルミ製で耐久性があり、
ソフトケース付属です。
定価￥3,780の品………………………………………………………

￥3,180

［メ
トロノーム・チューナー ］

ヤマハ TDM-75
『 ディズニーシリーズ 』

なマウスピースをお試しいただけますので、ご自分に合ったものを見つけてください！最初は学校備
品のマウスピースを使用することもあるかと思いますが、衛生的にもご自分のマウスピースを使用す
ることをオススメ致します。
※フルートは一般的にマウスピース（ 頭部管 ）のみでの選定はしておりません。
※打楽器の方には、基礎練習用のトレーニングスティックと実際に楽器を演奏するときに使用する
スティックを使い分けることをオススメ致します。

Step 3 リガチャーもいろいろ！

毎年限定の「ディズニーシリーズ 」が3種類登場!
定価￥4,860の品……………………

マウスピースは楽器の音を出すのにとても重要なアイテムです。楽器によって様々なマウスピース
が発売されておりますが、吹く方に合ったものを使うことで上達に繋がります。三響楽器では様々

［ 譜面台 ］

ソフトケース付属でアルミ製の持ち運びがしやすい譜面台

フルートを除く管楽器の方はマウスピースを、打楽器の方は
スティックを選びましょう！各楽器の欄をご参照ください。

￥4,100

クラリネットやサクソフォンにはリードをマウスピースに固定するリガチャー（ 締金 ）が必要です。材
TDM-75MN3

コルグ TM-50

［メ
トロノーム・チューナー ］

メ
トロノーム・チューナーのベストセラーモデルです。
定価￥4,320の品………………………………………………………

￥3,630

コルグ CM-200

［チューナー用マイク］

全体練習時などチューナー内蔵マイクでは自身の音を感知しづらい時などになくてはならないアイテム
定価￥2,160の品……………………………………………………

☞

三響楽器の最新情報はこちらから

質も金属製や合皮製など様々で、吹奏感や音色が違います。リガチャーもいろいろとお試しいただ
き、
ご自分に合ったものをお選びください。

￥1,820
ホームページ

Step 4 リードの種類もたくさん！
クラリネットやサクソフォン、オーボエやファゴットには様々な種類のリードが発売されています。直
接口にするものですので、
お試しすることは出来ませんが、
三響楽器では１枚ずつの販売をしており
ますので、
まずはいろいろと１枚ずつご購入して、
ご自分に合ったものをお探しください。

twitter

三響楽器株式会社

TEL.011‑684‑1276

FAX.011‑684‑1449

Facebook

特 選 管 楽 器 フェア
おすすめの
フルート

メーカーによって設計や音色、吹き心地が違います。一本一本手作りされている日本のフルートは品質も良く、アフターケアも万全です。
実際に手にとって試奏することで、きっとお気に入りのフルートが見つかるはずです。

これからはじめてみたい方に
パール PF-505E 管体洋銀製（ 銀メッキ仕様 ）

パール PF-525E

定価￥84 , 240の品……………………………………………………………………

￥67,400

リップ・ライザー銀製/管体洋銀製（ 銀メッキ仕様 ）
定価￥93 , 960の品……………………………………………………………………

パールフルート 春割・スプリングキャンペーン

￥75,200

2017年4月28日㈮〜2017年6月26日㈪

期間中、キャンペーン対象商品を購入いただくと「 春割 」で店頭価格より更に ￥3,000 OFF!!
※キャンペーン対象商品は店頭、もしくは配布中のリーフレットでご確認ください。

ヤマハ YFL-212

サンキョウ シルヴァーソニック

管体白銅（ 銀メッキ仕様 ）

￥75,000

管体銀製/キー洋銀製（ 銀メッキ仕様 ）
広がりのある豊かな音色は管体銀製ならではの特徴
高校生から一般の方まで幅広くお使いいただけます♪
定価￥378,000の品…………………………

定価￥85,320の品………………………………
C足部管・カバードキィ・Eメカニズム付の価格です。

￥328,000

パール PF-665E

頭部管銀製/管体洋銀製（ 銀メッキ仕様 ）
定価￥154,440の品…………………………

￥129,800

ミヤザワ アトリエⅠ

頭部管銀製/管体洋銀製（ 銀メッキ仕様 ）
頭部管/接続部銀製のモデル
中学生から一般の初心者の方にオススメのモデル♪
定価￥225,720の品…………………………

￥206,000

ミヤザワ アトリエⅡ

管体銀製/キー洋銀製（ 銀メッキ仕様 ）
頭部管/管体/台座銀製の中級クラスのモデル
高校生や一般の方にオススメ♪
定価￥357,480の品…………………………

￥326,000

サンキョウ エチュード（ 多久潤一朗氏選定品 ）

頭部管銀製/管体洋銀製（ 銀メッキ仕様 ）
音を左右する頭部管は銀製
上級モデル同様のハンドメイド仕様で制作されたエントリーモデル♪
定価￥234,360の品…………………………

￥228,000

サンキョウ Ag950DT

プリマ楽器創業70周年記念総銀製モデル
管体材質Ag950、
リッププレート・ライザー・接続リング10K金製
リッププレートとキーには特別彫刻入り
定価￥702,000の品………………………

￥688,000

サンキョウ アーティスト 総銀製
入念な作りによる、
しっかりとした音程、
澄み切った透明感のある音色
まさに三響フルートの音を代表する総銀製の名器
定価￥597,240の品…………………………
H足部管・リングキィ・ニューEメカニズム付の価格です。

￥544,000

アルタス A907E（ 森圭吾氏選定品 ）

頭部管銀製/管体白銅製（ 銀メッキ仕様 ）
頭部管の素材にブルタニアシルバーAg958を使用することでより柔らか
みに富んだ音色を楽しめる
定価￥226,800の品…………………………

￥222,000

アルタス A1007E

これからはじめる方には

ヤマハ
お手入れセット
（フルート・ピッコロ用）
お手入れに必須の
アイテムのセット
定価￥3,564の品

管体銀製/キー白銅製（ 銀メッキ仕様 ）
頭部管と管体がスターリングシルバーAg925
多くのフルート愛好家に高く評価されている定番フルート
定価￥324,000の品…………………………

￥3,250

￥295,000

トロンボーン

キャロルブラス N2209CL

細管のテナートロンボーン
定価￥132,840の品 ………………………

キャロルブラス N3029CL

￥112,000

アントワンヌ・クルトワ AC420MBO［ 選定品 ］

自由で響きのある吹奏感が特長
定価￥448,200の品…………………………

￥359,000

太管のテナーバス（Fロータリー管付き）
定価￥172,800の品 ………………………

バック TB400B

￥146,000

K&H T1/G［ 選定品 ］

多くの日本人プレーヤーの意見をもとに開発されたインターナショナルタイプ
定価￥459,000の品…………………………

￥433,000

バックのスチューデントモデル
定価￥221,400の品………………………

￥200,000

アントワンヌ・AC420MBHR［ 選定品 ］

ハグマン・ヴァルブ採用のモデル
定価￥664,200の品…………………………

￥558,000

［ マウスピース ］

バック 61/2A（ 銀メッキ仕様 ）
確実なレスポンスで豊かな音色
細管 定価￥8,424の品…………………………
太管

定価￥8,748の品…………………………

￥7,700
￥7,980

バック 6½AM（ 銀メッキ仕様 ）
61/2Aモデルをベースにより深い響き
細管 定価￥8,424の品…………………………
太管

￥7,700
定価￥8,748の品…………………………￥7,980

バック 6½AL（ 銀メッキ仕様 ）
力強いが落ち着いた音色
細管 定価￥8,424の品
………………………

￥7,700

バック 4G
（ 銀メッキ仕様 ）

多目的に使えるバストロンボーン用マウスピース
太管 定価￥8,748の品…………………………

［ マウスピース ］

￥7,980

太管 定価￥8,748の品
………………………

￥7,980

お手入れに必須のアイテムのセット

ヤマハ お手入れセット
（ ロータリー付トロンボーン用）
定価￥3,996の品…………………………………

￥3,650

ヤマハ お手入れセット
（ テナートロンボーン用 ）
定価￥3,780の品…………………………………

・マウスピース（ 唄口 ）…楽器の音を発音するもので、
楽器の上達にも大きく左右します。直接口で咥えますので、
衛生的にも個人専用での使用をお勧めします。

￥3,450

・リガチャー（ 締金 ）…リードをマウスピースに固定する留め具で、
吹きやすさや音色

三響楽器おすすめの特選管楽器が勢揃い!!
サクソフォン

●中面にも三響楽器おすすめの特選管楽器が勢揃い

［ マウスピース ］

セルマー S80（C☆・D etc）中高生に人気のベーシックモデル

￥15,300
￥18,300
バリトン用 ・定価￥29,160の品……………￥26,600
アルト用・定価￥16,740の品………………
テナー用 ・定価￥20,088の品……………

セルマー S90（170・180 etc）木管楽器の柔らかい音色が特徴

￥16,000
￥18,900
バリトン用・定価￥29,376の品…………… ￥26,800
アルト用・定価￥17,496の品………………
テナー用・定価￥20,736の品………………

バンドレン オプティマム 楽な吹奏感で初心者の方にもオススメ

￥15,400
￥16,800
バリトン用・定価￥34,560の品…………… ￥31,500
アルト用・定価￥16,848の品………………

ヤナギサワ A-WO2

テナー用・定価￥18,360の品………………

ヤマハ YTS-875EX

リーズナブルな価格ながら、他
の一流ブランドと比べてもまっ
たく引けを取ることなく、愛用さ
れております。
柔らかい音 色の「ライトタイ
プ 」です。

ヤマハのトップモデル。ストレスを
感じず、全音域をスムーズに発音
することができます。
中学生から一般の方までお使いい
ただけます♪

定価￥307,800の品

定価￥550,800の品

￥272,000

［ リード ］

バンドレン トラディショナル

通称「 青箱 」と呼ばれ
リードの代名詞のようなスタンダードモデル
アルト用1箱10枚入…定価

￥455,000

アンティグアウインズ GL（ アルト）
これから始めてみたい方にオススメ♪
定価￥124,200の品…………………………

￥98,000

ヤナギサワ A-WO10（ アルト）

明るい音色で、程よい抵抗感のある「 ヘビータイプ 」
定価￥408,240の品………………………

￥370,000

￥3,780
￥2,808
バリトン用5枚入り…定価￥4,752
テナー用5枚入り……定価

ヤマハ お手入れセット（SAX用 ）

お手入れに必須のアイテムセット
定価￥3 , 996の品……………………………

￥3,650

リードケース

使いやすいリードを保存／各メーカーより発売中
各種…………………………………………

￥2,700〜

セルマー Axos（ アルト）

バンドレン V12

通称「 銀箱 」と呼ばれリードの根本が厚く豊かな響きのモデル
アルト用1箱10枚入…………………… 定価

￥4,320
￥3,240

テナー用5枚入り………………………… 定価

レジェール スタンダード（ 樹脂製 ）

耐久性があり気温などに左右されない新世代のリード
アルト用1枚……………………………… 定価

￥3,240
￥3,456
バリトン用1枚…………………………… 定価￥3,564

セルマーのトップモデルと同じ品質・設計でお手頃な価格を実現
定価￥410,400の品……………………

テナー用1枚……………………………… 定価

ヤマハ YAS-875EX（ アルト）

レジェール シグネチャー（ 樹脂製 ）
スタンダードより深みのある音色と吹きごたえがあり本番でも使用できるリード
アルト用1枚……………………………… 定価

￥374,000

豊かでまろやかな音色で中学生から一般の方まで使えるヤマハのトップモデル
定価￥523,800の品………………………

￥4,320
￥4,644
バリトン用1枚…………………………… 定価￥4,752

￥433,000

セルマー Jubilee

（ アルト）
SERIEⅢ（ 選定品 ）

多くのアーティストの要望に応えれるように創られたセルマー社の最高傑作
定価￥675,000の品………………………

￥630,000

セルマー 130周年記念限定モデル（ アルト）

アドルフ・サックス生誕200年と設立130周年を記念して発表された限定品
………………………………………… 定価

￥864,000

アンティグアウインズ GL（ テナー ）

これから始めてみたい方にオススメ♪

定価￥154,440の品……………………

￥140,000

セルマー Jubilee SA-80Ⅱ（ テナー ）
セルマー独特のソリスティックな音色と高い演奏性・安定感が特徴
定価￥723,600の品………………………

￥659,000

テナー用1枚……………………………… 定価
［ リガチャー ］

バンドレン M/O GL

ダダリオウッドウインド（リコ）グランド・コンサート・セレクト

素早いレスポンスで、
より豊かな表現を実現
アルト用・定価￥6,480の品…

￥5,900
テナー用・定価￥7,020の品…￥6,400
バリトン用・定価￥7,884の品…￥7,200
BG トラディションGP

ハート部分が厚く抜群の音色・安定感・耐久性のモデル
アルト用10枚入り……………………… 定価

￥3,780
￥2,808
バリトン用5枚入り……………………… 定価￥4,428
テナー用5枚入り………………………… 定価

ダダリオウッドウインド（ リコ）ダダリオ レゼルヴ

プロも多く使用しているパワフルな音色
アルト用・定価￥21,600の品……………

￥16,700
￥16,700
バリトン用・定価￥21,600の品………… ￥16,700
テナー用・定価￥21,600の品……………

リード自体に厚みをもたせ温かみのある音色が特長
アルト用10枚入り……………………… 定価

￥4,212
￥3,240
バリトン用5枚入り……………………… 定価￥4,752
テナー用5枚入り………………………… 定価

トランペット

!!

ヤマハ YTR-850

クラシックからジャズまでジャンルを問わず活躍するモデル
定価￥226,800の品………………………

￥188,000

［ マウスピース ］
バック 7C（ 銀メッキ仕様 ）
世界中で最もよく使用されているモデル
定価￥6,696の品………………

￥6,100

バック 180ML37SP

世界のスタンダードモデル（ 札響松田次史氏選定品 ）
定価￥361,800の品……………………

￥345,000

ジュピター PT-516S

持ち運びやすいポケットトランペット
定価￥81,000の品……………………………

キャロルブラス N3200CL

エントリーモデルとして最適
定価￥84,240の品…………………………

￥69,800

バック TR400SP

￥69,800

ヤマハ YTR-3335

スムーズな息の流れとしっかりとした吹き応えがあるモデル
定価￥97,200の品……………………………

￥85,000

スチューデントモデルの定番
定価￥126,360の品………………………

￥115,000

ヤマハ YTR-4335GSⅡ

ベル材質にゴールドブラスを採用し豊かで心地良い響きが魅力のモデル
定価￥145,800の品………………………

￥127,000

バック 5C（ 銀メッキ仕様 ）
生き生きとした豊かな音色
定価￥6,696の品………………

￥6,100

バック 3C（ 銀メッキ仕様 ）

大きめのカップでオールラウンドに使えるモデル
定価￥6,696の品………………

￥6,100

ヤマハ お手入れセット（ トランペット用 ）

お手入れに必須のアイテムのセット
定価￥3,564の品………………………………

￥3,250

すべてフェア特価で、
選定品も多数取り揃えております!!
おひとり・おひとりに合った楽器をお選びいただけます。
B♭クラリネット

バスクラリネット

ビュッフェ・クランポンの楽器を買って応募しよう

ビュッフェ・クランポン・ジャパン
50th記念キャンペーン

2017年7月31日までにビュッフェ・クランポン社の楽器を
ご購入の方に抽選でオリジナル・アイテム
（キャリーミー自転車：2名様、
トートバック：100名様 ）が当たります。
応募方法は三響楽器までお問い合わせください。

［ マウスピース ］

バンドレン 5RV/5RVライヤー

クラリネットマウスピースのベストセラーモデル
定価￥12 ,096の品…………

￥11,000

ビュッフェ・クランポン
BC1180

［ リガチャー ］

ビュッフェ・クランポン
R-13［ 選定品 ］

クラリネットのワールドスタンダードモデル
定価￥480,600の品
………………

￥384,480

ビュッフェ・クランポン E-11（ バックパックケース ）

価格を最小限にとどめた新製品モデル
定価￥118,800の品……………………………

￥99,800

ビュッフェ・クランポン E-11（ 標準ケース ）
価格を最小限にとどめた新製品モデル
定価￥140,400の品…………………………

￥118,000

ビュッフェ・クランポン E-12PLUS（ バックパックケース ）
なめらかな吹き心地と正確な音程で初心者にオススメのモデル
定価￥162,000の品…………………………

￥134,000

ビュッフェ・クランポン E-12PLUS（ 標準ケース ）
なめらかな吹き心地と正確な音程で初心者にオススメのモデル
定価￥183,600の品…………………………

￥152,000

ビュッフェ・クランポン E-12F（ バックパックケース ）

なめらかな吹き心地と正確な音程で初心者にオススメのモデル
定価￥205,200の品…………………………

￥170,000

ビュッフェ・クランポン E-12F（ 標準ケース ）
なめらかな吹き心地と正確な音程で初心者にオススメのモデル
定価￥226,800の品…………………………

￥188,000

セルマー プロローグ［ 札幌交響楽団白子正樹氏選定品 ］
吹奏感・音色・創りも価格以上のクオリティ
定価￥270,000の品…………………………

￥246,000

ビュッフェ・クランポン E-13［ 選定品 ］

明るい音色が特長のスチューデントモデルの代表格
定価￥340,200の品…………………………

￥282,000

ビュッフェ・クランポン C-13［ 選定品 ］

R-13と同じ設計でコストダウンしたモデル
定価￥417,960の品…………………………

￥346,000

ビュッフェ・クランポン RC［ 選定品 ］

バンドレン オプティマム
バンドレンのマウスピース用に
設計されたモデル
定価￥9, 396の品………

スチューデントモデルの最新型（ 最低音：Low E♭ ）
定価￥734,400の品

￥8,550

……………………………

プロも多く使用しているパワフルな音色
定 価￥22 ,680の 品……………………………

￥19,000

バンドレン トラディショナル

ビュッフェ・クランポン Tosca

バスクラリネットの最上級モデル（ 最低音：Ｌow C）
定価￥1,944,000の品…………………

バンドレン V12

［ マウスピース ］

￥3,024

￥1,770,000

通称「 銀箱 」と呼ばれリードの根元が厚く豊かな響きのモデル
1箱10枚入り…………………定価

￥3,888

バンドレン ルピック56
全体的に厚いモデルで芯のある音
1箱10枚入り…………………………………定価

￥3,888

バンドレン V21
広い音域での跳躍も均一で豊かな音が特長の最新モデル
1箱10枚入り…………………………………定価

￥3,888

レジェール スタンダード（ 樹脂製リード ）

耐久性と気温・湿度に対する安定性がありプレイヤーの悩みを解消してくれる新世代のリード
1枚入り………………………………………定価

￥3,240

レジェール シグネチャー（ 樹脂製リード ）

スタンダードより更に音色の深みと温かさを持ちレスポンスも良く本番でも使える夢のようなリード
1枚入り………………………………………定価

￥4,320

ダダリオウッドウインド（リコ）グランドコンサート・シックブランク・アンファイルド
ハート部分が厚く抜群の音色安定感耐久性のモデル
1箱10枚入り…………………………………定価

￥3,672

ダダリオウッドウインド（リコ）グランドコンサート・シックブランク・ファイルド
ハート部分が厚くダークで深みのある重厚なサウンド
1箱10枚入り…………………………………定価

￥3,672

ダダリオウッドウインド（リコ）ダダリオ レゼルヴ スタンダード

ダダリオウッドウインド（リコ）ダダリオ レゼルヴ クラッシック

ヤマハ お手入れセット（ クラリネット用 ）

お手入れに必須のアイテムのセット
定価￥3,564の品…………………………………

￥3,250

リード自体に厚みをもたせ深みのある音色
1箱10枚入り…………………………………定価

バンドレン 各種

一般的に使用されるバスクラリネット用マウスピース
定価￥22 , 680の品……………

￥20,700

［ リガチャー ］

ヤマハ YCL-SE Artist Model

￥670,000

温かく豊潤な響きのバスクラリネットのスタンダードモデル（ 最低音：Low C）
定価￥1,684,800の品…………………

通称「 青箱 」と呼ばれリードの代名詞の
ようなスタンダードモデル
1箱10枚 入り……… 定 価

温かく芯のある音色で新設計のベルにより一層魅力ある響き
定価￥529,200の品…………………………

やわらかい音色とレスポンスの良さが魅力のヤマハ最上位モデル
定価￥810,000の品…………………………

ビュッフェ・クランポン Prestige

￥1,550,000

［ リード ］

リード自体に厚みをおさえまとまりのある音色
1箱10枚入り…………………………………定価

￥423,000

￥684,000

BGトラディション L91

￥3,024
￥3,888

バンドレン オプティマム

バンドレンのマウスピース用に
設計されたモデル
定価￥10,476の品…………………

BGトラディション L91

￥9,550

プロも多く使用しているパワフルな音色
定価￥22,680の品……………………………

￥19,000

［ リード ］

バンドレン トラディショナル

通称「 青箱 」と呼ばれリードの代名詞のようなスタンダードモデル
1箱5枚入り…………………………………定価

￥3,024

バンドレン V12

通称「 銀箱 」
と呼ばれリードの根元が厚く豊かな響きのモデル
1箱5枚入り…………………………………定価

￥3,456

バンドレン V21
広い音域での跳躍も均一で豊かな音が特長の最新モデル
1箱5枚入り…………………………………定価

￥3,456

レジェール スタンダード（ 樹脂製リード ）

耐久性と気温・湿度に対する安定性がありプレイヤーの悩みを解消してくれる新世代のリード
1枚入り………………………………………定価

￥3,564

レジェール シグネチャー（ 樹脂製リード ）
スタンダードより更に音色の深みと温かさを持ちレスポンスも良く本番でも使える夢のようなリード
1枚入り………………………………………定価

￥4,752

ダダリオウッドウインド（リコ）グランドコンサート・セレクト
ハート部分が厚く、
抜群の音色、
安定感、
耐久性のモデル
1枚入り………………………………………定価

￥3,024

リードケース

使いやすいリードを保存／各メーカーより発売中
…………………………………………………

￥2,500〜

色などに影響します。・リード…音のもととなる振動体です。一般的には葦で作られていますが、
最近は樹脂で作られたものも普及してきています。

ダダリオウッドウインド（リコ）ダダリオ レゼルヴ クラッシック

リード自体に厚みをもたせ、
深みのある音色
1箱5枚入り…………………………………定価

￥3,348

アスターサービス万全

三響楽器のリペア工房では、メーカー技術者から定期的に指導を受け、進歩し続ける製造現場の技術を取り入
れています。お客様の声を直接お聞きしながら修理できる環境で、ご要望にお応えできるアフターサービスを
提供しております。

オーボエ

ユーフォニアム・チューバ
展示即売会

NEW

5月5日㊗〜7日
ユーフォニアム・チューバのフェアを開催致します。
いろいろなメーカーの楽器を展示・即売致しますので、
この機会にたくさんの楽器を吹いてみてください！

ビュッフェ・クランポン
プロディージュ

ユーフォニアム

セミオートキイシステム
定価￥518,400の品

［ マウスピース ］
バック 5G（ 銀メッキ）
ユーフォニアムマウスピースとしてポピュラーなモデル
細管 定価￥8,424の品…………………………
太管

定価￥8,748の品…………………………

￥7,700
￥7,980

バック 5GS（ 銀メッキ）

高音域に向き、
輝かしい音
細管 定価￥8,424の品…………………………

太管

￥7,700
定価￥8,748の品…………………………￥7,980

シルキー 51D（ 銀メッキ）
ベッソン BE968J-1-0［ 外囿祥一郎氏選定品 ］
外囿祥一郎氏監修の日本限定モデル
定価￥1,058,400の品……………………

￥846,000

ベッソン BE1064-2-0（ 銀メッキ）
スチューデントモデルの新製品
定価￥313,200の品…………………………

￥270,000

ベッソン BE-1065-2-0（ 銀メッキ）
4番ピストンがサイドにあるモデル
定価￥453,600の品…………………………

￥370,000

ユーフォニアムマウスピースのスタンダードモデル
太管

定価￥15,660の品……………………

￥443,000

ヤマハ お手入れセット（ オーボエ用 ）

お手入れに必須のアイテムのセット
定価￥3,996の品…………………………………

￥3,650

リードケースヴァイタライザーケース ダブルリード用

湿度調整機能があり湿度変化からリードのコンディションを安定して守る
定価￥5,292の品…………………………………

￥4,900

￥14,300

デニスウイック SH-4（ 銀メッキ）

外囿祥一郎氏モデル
太管 定価￥19,440の品……………………

………………

スチューデントモデルの新製品です。

￥17,600

ファゴット

ヤマハ お手入れセット（ ユーフォニアム用 ）

お手入れに必須のアイテムのセット
定価￥3,888の品…………………………………

￥3,550

チューバ
プレソン PRB-103（B♭管 ）
コストパフォーマンスに優れており2台目の楽器としてもオススメ
定価￥248,400の品…………………………

￥210,000

プレソン PRC-621（C管 ）
室内楽にも適しているハッキリとした輪郭
定価￥313,200の品…………………………

￥264,000

プレソン PRC-9956（C管 ）

高スペックで専門的な使用にも十分応えてくれるクオリティを実現
定価￥626,400の品…………………………

￥527,000

［ マウスピース ］

バック 24AW（ 銀メッキ）

初心者から上級者まで広く対応
定価￥10,800の品………………………………

￥9,400

ペラントゥッチ PT-72,44,89他
プレソン PRB-51（B♭管 ）
初心者にも扱いやすく、人気のフロントピストンアクション
定価￥507,600の品…………………

￥427,000

タイガー プラスチックチューバ（ 赤）

B♭管4本ロータリーモデル
定価￥149,090の品…………………………

￥149,090

様々なラインナップがあり初心者〜上級者まで使用するマウスピース
定価￥16,200の品……………………………

￥15,000

ヤマハ お手入れセット（ ピストンチューバ用 ）
定価￥3,996の品…………………………………

￥3,650

定価￥4,104の品…………………………………

￥3,750

ヤマハ お手入れセット（ ロータリーチューバ用 ）

シュライバー
WS5010［ 選定品 ］
初級者でも扱いやすい
スタンダードモデルです。
定価￥885,600の

￥734,000

ピュヒナー プルミエール［ 中古品：オーバーホール済 ］
自然で味わい深い響きを持つ、
ピュヒナーのスタンダードモデルです。
……………………………………………

￥1,080,000

ヤマハ お手入れセット（ ファゴット用 ）

お手入れに必須のアイテムのセットです。
定価￥3,996の品…………………………………

￥3,650

フレンチホルン
ハンスホイヤー 801JMAL

コストパフォーマンスの高い日本限定モデル
定価￥507,600の品…………………………

［ マウスピース ］

￥438,000

ホルトン MC,MDC,DCほか
（ アメリカンシャンク）

￥490,000

ティルツ マックウィリアム1〜3
（ シャンク選択可能 ）

ハンスホイヤー 801MAL

ガイヤータイプのロングセラーモデル
定価￥604,800の品…………………………

ハンスホイヤー 801GAL

見た目の美しいゴールドブラスのモデル
定価￥637,200の品…………………………

￥506,000

ヤマハ YHR-668ND

より豊かで力強い中低音域の響きが特長のニッケルシルバーモデル
定価￥637,200の品…………………………

￥528,000

ホルトン H378ER

スタンダードモデル
定価￥464,400の品……………………
※ワンピースモデルの価格です。

￥423,000

ハンスホイヤー G10MAL

ハンスホイヤーのプロフェッショナルモデル
定価￥810,000の品…………………………

初心者から上級者まで広く対応
定価￥9,072の品…………………………………

￥8,300

とても人気のあるモデル
定価￥11,880の品………………………………
※シャンク（ 差込口 ）にアメリカンシャンクとヨーロピアンシャンクが
ございますので、
楽器本体のメーカー・型番などをご確認ください。
ホルトン、
イオ、
○アメリカンシャンクの楽器…ヴェンツェル・マインル、
ハンスホイヤー、
コーン、
（ヤマハ ）ほか
○ヨーロピアンシャンクの楽器…アレキサンダーほか

￥9,980

ヤマハ お手入れセット（ フレンチホルン用 ）

￥640,000

お手入れに必須のアイテムのセット
定価￥4 , 104の品………………………………

￥3,750

コントラバス・コントラバス弓＆便利グッズ

ヤマハ 弦楽器専用クロス（ ピンク／紫 ）
本体用と弓用の2枚入り
定価￥1,728の品……………………………………

ヤマハ
サイレントベース
SLB-100

￥1,600

ヤマハ コントラバス弓ケース

ご自宅での練習用にも最適
………定価

￥378,000

ショルダーストラップ付
定価￥12,960の品………………………………

￥11,800

カルロジョルダーノ
キャリングバッグ
BSC-300

カールソン 松脂

粘度が非常に高く引っかかりが強いコントラバス用松脂の定番
定価￥3 , 240の品…………………………………

オリエンテ HB-25

￥2,800

弾きやすさが特長
定価￥270,000の品
………………

￥265,000

ヤマハ コントラバスセット
OYB-7

本体と弓とソフトケース及び松脂のセット
定価￥421,200の品
………………

￥384,000

底部に搭載した
キャスターで移動が楽
定価￥35,640の品

ハーキュレス コントラバススタンド DS590B
折り畳み式で、
弓が掛けられる
定価￥10 , 800の品…………………………………

杉藤 コントラバス弓 No.400G

国産のスタンダードモデル
定価￥43 , 200の品……………………………

…………

￥9,000

￥32,500

カルロジョルダーノ コントラバス弓 BB-405CB（カーボン製 ）

￥39,400

耐久性に優れたカーボン製の弓
定価￥59 , 400の品……………………………

￥55,000

パーカッショングッズ

打楽器フェア

5月24日 〜28日

いろいろなメーカーの様々な楽器を展示・即売致しますので、
この機会に是非ご来店ください！
パール 練習用スティック 2S

女性向き（16×433mm）
定価￥1,188の品……………………………………

パール 練習用スティック 3S

男性向き（18×433mm）
定価￥1,188の品……………………………………

￥1,000
￥1,000

パール マルチスティックマレットバッグPSC-MSTMB
小物などの整理に便利なポケットを２つ装備
定価￥7,020の品……………………………………

パール コンサートスティック505H

札幌交響楽団 藤原靖久氏の監修モデル
定価￥1,404の品……………………………………

至
←

J

￥6,400
￥1,150

小
樽

石

手稲本町2-3

手稲脳神経外科●
クリニック

通
狩手稲

定価￥75,600の品…………………………

ラバーパット、
スタンド付き
定価￥6,480の品

ポリッシュ・クロス・オイルのセット
定価￥1,728の品……………………………………

パール ベーシックトレーニングパックPMA-PACK1
教則本とスティック・練習パッドのセット
定価￥7,344の品……………………………………

●北洋銀行

銭
函
IC

通
稲
手
軒
四
十
二

至
←

●手稲中央小

③

ⓟ

￥6,700

ⓟ

ⓟ

①

￥1,580

ヤマハ パーカッションメンテナンスキット（ 音盤打楽器用）
音板楽器用ポリッシュとクロスのセット
定価￥1,620の品……………………………………

札幌市手稲区手稲本町2条3丁目9番1号

￥1,480

定休日：毎週火曜日
5月8日㈪は
14時から営業致します。

［ お車でご来店のお客様へ］

弊社車庫

常口アトムさん

②

￥69,800

ヤマハ パーカッションメンテナンスキット（ティンパニ&ドラムセット用）

￥5,980

〒006‑0022

●手稲本町
郵便局

駐車場

ご来店の際は店舗脇の駐車場（P①）、店舗裏側（P②）、当社車庫前の
駐車スペース（P③）をご利用ください。

札

※車庫前に駐車される方はレジに鍵をお預け願います。

動
自
樽

三響楽器

車

5

道

富丘2-7
幌
至札
駅→

手稲IC

スネアドラムとスタンド及びソフトケースのセット

駐 車 場 完 備15台

R

手
●西友
稲
駅
●
ローソン

●手稲消防署

パール スネアキットSK900CRPL

パール 練習台
TP-6N

狩
石

通
稲
手

※常口アトムさんの駐車場には駐車しないようにお願い申し上げます。
※フェア期間中は混雑が予想されますので、公共交通機関のご利用を
おすすめいたします。
※掲載の表示価格はすべて消費税込の価格です。

