sax item
ブルズアイリガチャー
ブルズ EX（下締め）
音の立ち上がりとバランスを良くし、
マウスピースの個性を生かすリガ
チャー。リードの特質を生かして、消
耗度を減らし、サウンド を無理なく表
現します。

ラバーソプラノ用

B♭クラリネット用

基本セット

ラバーアルト用

ラバーテナー用

ステンレスバランサー￥1,500

ラバーバリトン用

バスクラリネット用

スターパッド￥200

メタルアルト用

メタルテナー用

オプションバランサー

基本セット付き。
素材 ブラス
24kGP､ピンク GP ホワイト GP

24GP、ピンク GP￥16,000

レギュラー (7mm) ￥2,000

ホワイト GP￥17,000

M(10mm)､L(14mm) 各￥2,800

光沢

素材 24kGP､ピンク GP

ブルズ EX セレクト（下締め）

ブルズ EX スターリングシルバー（下締め）

人気の「ブルズ EX」が進化したモデル。素材はシル
バー 925 を使用。バランサーはブラス製ゴールドプ
レート。リードの厚さは選ばずに、重厚な鳴りと深
い響きを生み出す。ネジにスワロフスキー入り。

銀製ならではの重厚なサウンドでウェイトバランス
無しの設計です。ネジの先端にスワロフスキー付。
素材

シルバー 925

B♭クラリネット用
B♭クラリネット用

ラバーアルト用

各￥23,000

￥30,000

ルージュ HOT（上締め）
純締め（下締め）のナチュラルなサ
ウンドと、逆締め（上締め）の安定
した吹奏感をあわせ持つリガ
チャー。つくりのよいオールド純締
めリガチャーのような軽やかさと、
密度のある音色で心地よいサウンド
が得られる。
素材

B♭クラリネット用 ￥9,000
ラバーアルト用 ￥10,000
ラバーテナー用 ￥11,000
ラバーバリトン用 ￥12,000
バスクラリネット用 ￥12,000
(24kGP、PGP、ガンメタル共通価格 )

ブラス
ゴールドプレート ( 24kGP)

ピンクゴールドプレート

ルージュ XHOT（上締め）

ルージュ EX スターリングシルバー（上締め）

サウンドのクォリティーと操作
性を追求したリガチャー。重み
のある音でありながら高音域は
伸びのあるブライトなサウンド。
素材

ガンメタル

ブラス

銀製でネジは 2 本。ルージュシリーズの中で一番
重厚なサウンド。ネジの先端にスワロフスキー付
き。

B♭クラリネット用
ラバーアルト用
ラバーテナー用

素材

各￥15,000

シルバー 925
B♭クラリネット用

ビンテージカラーウレタン塗装
仕上げ

ラバーアルト用
各 ￥23,000

ルーク
パワフルな音から繊細な音まで表
現でき、コントロール性能も抜群
なリガチャー。金属部分は GP の
上締めタイプ。

ラバーソプラノサックス用 B♭クラリネット用

ブラックはダークサウンド、ホワ
イトはブライトサウンド。

ラバーバリトンサックス用

ラバーアルトサックス用
ラバーテナーサックス用
メタルアルト用 メタルテナー用
各￥9,000
ブラック

ホワイト

サクソフォーン用サムフック
職人による手彫りの彫刻入り。フックのサイドに角が無
いため親指が痛くなりにくいです。中音域の D、E が安
定し、高音域のピッチが暴れません。ダークサウンドに
なります。

ゴールドプレート
￥12,000

セルマー用、ヤナギサワ用、ヤマハ用。

シルバープレート

ゴールドプレート (24kGP) 光沢とシルバープレートの 2
種類で、素材はブロンズ。

￥9,000
ヤマハ用

セルマー用

サックスストラップ
フロントバーが、首にかかる負担を軽
減し、ブレスが楽にできるので、演奏
がスムーズに行えます。

ゴールド

ブラック

￥12,000

￥12,800

サイズは SS、Ｓ、Ｍ、Ｌ、LL の 5 種類。
フロントバーのサイドにスワロフス
キーの装飾入り。

首あての部分は牛
革、金 属 部 分 はＧ
Ｐ。

首あての部分は牛
革、金 属 部 分 は ガ
ンメタルブラック
メッキ。

光沢

光沢

flute item
フルートスピード
足部管にカチッとはめるだけで、ワン
ランク上の音色に！
楽器の美しい外観を損なうことなく、
サウンドを劇的に変化させる、他に類
を見ないフルートカスタムパーツ。全
４種類。

プラチナ

24K ゴールドプレート

1000 プレート
やや重めの吹奏感、

ゴールド特有の輝かしく
滑らかでブライトな音色

重厚で響きのある音色

￥9,000

￥12,000

セッティングはフルートを組み立てて
から、足部管側から見てトーンホール
を基準にフルートスピードのスリット
の中心を上向きに合わせると音が明る
く響き、下向きに合わせるとダークな
サウンドになります。

ピンクゴールド

ホワイトゴールド

18K プレート

12K プレート

ゴールドの艶やかさの
中に、やわらかな銅の
深みのある音色

ゴールドの艶やかさと
銀の持つダークな音色
￥9,000

￥9,000

フルートドライブ（ヘッドキャップ）
息のノイズが減り、ピュアーな音にな
ります。
音量がアップし、全音域がバランス良
く な り、遠 鳴 り も し ま す。YAMAHA、
POWELLL、SANKYO、MURAMATSU、
MIYAZAWA、アルタスの各メーカーに
対応。

24k ゴールドプレート

24k シルバープレート

￥18,000

￥12,000

フルートバランスキャップ（ヘッドキャップ）
ウェイトバランスが付いたヘッド
キャップです。効果はウイークポイ
ントの第二オクターブＥの音がクリ
ヤーになり音むらが無くなります。
本体に収まる部分は S が 7mm、L が
12mm。職人による手彫りの彫刻入り。
メーカー対応は YAMAHA、POWELL、
SANKYO、MURAMATSU、ア ル タ ス、
MIYAZAWA。

ゴールドプレート
￥17,000

フルートバランスキャップ EX

ピンクゴールドプレート
￥17,000

シルバープレート
￥11,000

シルバー 925（ヘッドキャップ）

総銀製の最高級のバランスキャップで
す。重量は 28 グラムあり、絶妙な吹き
心地で煌びやかなサウンドを生み出し
ます。職人による彫刻とスワロフスキー
の装飾入り。

スワロフスキー付き
￥50,000
スワロフスキーなし
￥40,000

YAMAHA、SANKYO、MURAMATSU、
MIYAZAWA、アルタスの各メーカーに
対応。
ライトローズ

ブルーサファイア

フルートヘッドバランス

スワロフスキー無し

フルートスタンド
フルートスピードをつけたまま
使用できるスタンドです。

材質はブラスにピンクゴールドメッ
キ。フェルトをクッションにして
ヘッドの中にセットします。

￥6,000

サイズはＳ：10mm、
Ｍ：13mm、
Ｌ：
16mm の 3 種類。
各￥8,000

すべて希望小売価格 ( 税抜価格 ) です。価格は予告なく変更する場合があります。
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