sax & clarinet
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。

ラバーソプラノサックス用 B♭クラリネット用

基本セット

ラバーアルトサックス用 ラバーテナーサックス用

ステンレスバランサー￥1,500

ラバーバリトンサックス用 バスクラリネット用

スターパッド￥200

メタルアルトサックス用 メタルテナーサックス用

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 光沢

24GP、ピンク GP￥16,000

レギュラー (7mm) ￥2,000
M(10mm)､L(14mm) 各￥2,800
素材 24kGP､ピンク GP

ブルズ EX セレクト（下締め）

ルージュ EX スターリングシルバー（上締め）

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ピンク
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。オールマイティーな音楽に対応。
素材

シルバー 925
B♭クラリネット用

B♭クラリネット用

光沢

各 ￥23,000

￥30,000

クリスタル

ピンク
ブルー
サファイア サファイア

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
ラバーアルトサックス用 ￥10,000
ラバーテナーサックス用 ￥11,000
ラバーバリトンサックス用 ￥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

ガンメタル

ルージュ X HOT（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

ブラス

ゴールドプレート、ウレタン塗装
ゴールドプレート ( 24kGP)

エスクラリネット用、B♭クラリネット用

GP￥18,000

ラバーソプラノサックス用 、ラバーアルトサックス用
GP￥18,000

U￥15,000

ラバーテナーサックス用

GP￥19,000

U￥16,000

ラバーバリトンサックス用、バスクラリネット用
GP￥20,000

U￥17,000

ウレタン塗装

ルージュ 2HOT（上締め）
ルージュ HOT に銀プレートがリード面に
設置される事で、銀ならではの倍音の豊
かさと、どの音域にも安定した操作性の
良さをかね揃えたリガチャーです。
伸びのある高音域、響きのある中低音が
楽に音が出せます。
素材
ゴールドプレート ( 24kGP)

シルバープレート

B♭クラリネット用、ラバーアルトサックス用
GP￥18,000

SP￥16,000

ラバーテナーサックス用
GP￥19,000

SP￥17,000

ブラス

ゴールドプレート、シルバープレート

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

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

B♭クラリネット用

ラバーアルトサックス用
ラバーテナーサックス用
メタルアルトサックス用

メタルテナーサックス用

各￥9,000
ブラック

ホワイト

ルーク★
従来のルークにゴールドプレート
のスパイクが付きました。音がし
まり、リードを選ばす操作性もよ
くなりました。

ラバーソプラノサックス用 B♭クラリネット用
ラバーアルトサックス用
ラバーテナーサックス用
ラバーバリトンサックス用
メタルアルトサックス用 メタルテナーサックス用
各￥11,000
ブラック

ホワイト

U￥15,000

Ěȱ
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 5
種類。
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。

プラチナ 1000

24K ゴールド

ホワイトゴールド

プレート

プレート

12K プレート

やや重めの吹奏感、
重厚で響きのある音
色

ゴールド特有の輝か
しく滑らかでブライ
トな音色

ゴールドの艶やかさ
と銀の持つダークな
音色

￥12,000

￥9,000

￥9,000

ピンクゴールド

フルートスピード EX

18K プレート

シルバー 925 総銀製

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

中上級者向きフルートスピード
で、音圧が増し、芯が太くなり、
フォーカスしやすくなります。

￥9,000

￥13,000

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

ピンクゴールドプレート
￥17,000

シルバープレート
￥11,000

 
ࠉ
サクソフォーン用サムフック

クラリネット用指掛 BUFFET CRAMPON 用

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

セルマー用、ヤナギサワ用、ヤマハ用。

上：ヤマハ用

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。

下：セルマー用

既製の指かけをポンと付け替える
事で劇的に音が変わり、吹きやす
くなります。特に下菅の鳴りが優
れます。可変用ネジ付き。

￥12,000
シルバープレート
￥9,000

シルバー 925

トーンウェッジ
￥10,000

トーンマスター
￥12,000

シルバー 925 台座
￥3,000

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Ｓ、
Ｍ、Ｌ、LL の 4 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。

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。
2020 年２月現在

BULLSEYE ENTERPRISE
MUSIC INSTRUMENT

ブルズアイエンタープライズ
〒356-0031 埼玉県ふじみ野市福岡中央

1-1-15
キャッスルマンション 211
TEL/FAX: 049-263-8955
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