
14'APR

米MMR誌の調査で全米売上No.1 を記録した　　　　に新たなシリーズが追加！

ウクレレファン待望の

HAWAIIAN KOA シリーズがついに追加！

ハワイアンコアシリーズ 共通スペック

トップ：ハワイアンコア
サイド＆バック：ハワイアンコア
バインディング：メイプル
ネック：マホガニー
フィンガーボード/ブリッジ：ローズウッド
ナット/サドル：Nubone
フィニッシュ：グロス
ギグバッグ付属
ペグ：グローバータイプ（ゴールド）

U-BASS シリーズに待望のソリッドモデルが登場！
国内外を問わず多くのアーティストに注目される

U-BASS 共通スペック

ネック：メイプル
フィンガーボード/ブリッジ：ローズウッド
フィニッシュ：グロス
スケール：512mm
ナット：ローズウッド
ボディ：ポプラ
マシンヘッド：ヒップショット
ピックアップシステム：Shadow 2band EQ プリアンプ
ギグバッグ付属

国内外問わず多くのアーティストから注目され使用されている魅惑の低音U-BASS。
21インチスケールでありながら独特の太さを持った低音が大好評です。
そのU-BASSにソリッドモデルが登場。魅惑の低音である音色はそのままに、
ルックスと携帯性を大幅にアップさせ、ハードなプレイにも耐えうる
耐久性も兼ね備えたスタイリッシュなモデルです。
通常のエレキベースからのステージ上での持ち替えも自然に行えるデザインなので
ロックやファンクなどでも活躍できるモデルに仕上がっています。

スケール表
コンサート：378mm
テナー：432mm

KALAよりついにハワイアンコアをトップ、サイド&バックに
使用したシリーズが登場！コア材特有の見た目の美しさもさる
ことながらまさにウクレレといった魅力的な音も特徴です。コ
ア材はハワイ原産のものを丁寧に仕分け、厳選された材を使用
し、インドネシアにて丁寧につくられております。ハワイ原産
の材を使用したことで、「ハワイの欠片をどこへでも持ち運べ
ます！」とメーカーコメントにもあるようにまさにウクレレら
しい音色に仕上がっています。米MMR誌のアメリカ1000店
舗の小売店を対象にした調査によるとアメリカではウクレレの
クラスアップの買い替え需要が高まっているそうです。ハワイ
アンコアシリーズはクラスアップにピッタリなシリーズです。
ラインナップはコンサート、コンサートエレキ、テナー、テナー
エレキの四種ご用意しております。

コンサート
カッタウェイ

KA-KCG
定価 \36,000

KA-KCGE-C
定価 \44,000

KA-KTG
定価 \38,000

KA-KTGE-C
定価 \46,000

コンサート テナー
カッタウェイ
ピックアップシステム :
KALA チューナー付き EQ

ピックアップシステム :
KALA チューナー付き EQ

テナー

JAN  4515515 870339 JAN 4515515 870346 JAN 4515515 870353 JAN 4515515 870360
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UBASS-SUB4FS-SRDUBASS-SUB4FS-CHBRSTUBASS-SUB4FS-BRST

ピックアップシステム :Shadow 2band EQプリアンプ
MORE BASS, less space

定価￥70,000
JAN 0812040 016640 JAN 0812040 016657 JAN 0812040 016664

定価￥70,000 定価￥65,000
UBASS-SUB4FS-SBK

JAN 0812040 016671
定価￥65,000

あのNathan East と Nic West も愛用中！
東から西へと広がり続けるU-BASS

近年注目を集めている
インドネシア製！



ついに電子ドラム取扱い開始！

• ドラムパッド :  8” リムセンサー付きスネアパッド×１, 8” タムパッド×３, 8” シンバルパッド×２, 
　　　　　　　　12” ハイハットパッド×１, ハイハットコントロールペダル×１, バスドラムパッド×１
• パッドコントロール : 感度 , スレッショルド , ヴェロシティカーブ , クロストーク
• ディスプレイ : LED 
• ポリフォニー : 最大 64 
•サウンド : 206 パーカッションヴォイス
• エフェクト : リバーブ（ ８タイプ）、コーラス（８タイプ）
• ソング : 50 曲
・デモ：２曲 
・メトロノーム：1/4 - 6/4, 3/8 , 6/8, 12/8
・コントロール：POWER SWITCH,Data Dial,Master Volume , Phones Volume , AUX IN Volume
                                 Return Tempo+/-, Enter ,+/-,Kit,Effect,PAD,Click,Song.Drum ON/OFF,REC/PLAY,START/STOP
• インターフェース : DC9V、ヘッドホン、 USB MIDI、 MIDI Out、Master Out( ステレオ）、AUX In
• 録音 : リアルタイムレコーディングと再生
•その他の機能 : タップテンポ , クリックレベル調整 , ３つのクリック音　

スペック

バスドラムパッド付でリアルな感覚でトレーニング可能
当社取扱い製品についに電子ドラムが登場いた
しました。
クオリティも納得していただけるものになって
おります。基本機能はもちろんのこと、50の
ソングに、２曲のデモ曲、さらに拍子のコント
ロール可能なメトロノーム付で練習もばっちり
です！
また、その他設定等も細かく設定できますので、
お好みの設定で心地よく演奏していただけま
す。また、MIDIOUT 搭載なので、宅録でも問
題なく活躍できます。
さらに！スネアパッドのオープン側のリムとク
ローズド側のリム両方を感知するので演奏の幅
もぐっと広がります！

スタイリッシュで多機能なインターフェース

Q7

定価￥70,000

スペック
・ドラムパッド： 1x スネア ( リムショット可 )、3x タムパッド、2ｘシンバル、1x ハイハット、1x ハイハットコントロールペダル、
                                  1 バスドラムペダル
・ディスプ レイ： LED
・ポリフォニー： 最大 64
・サウンド： 177 パーカッションヴォイス
・保存： 25 プリセット +5カスタム
・エフェクト： リバーブ ( ディレイを含め、8タイプ )、コーラス ( フランジャー含め 8タイプ )
・ソング： 30 曲
・デモ： 2 曲
・メトロノーム： 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 3/8, 6/8, 12/8
・コントロール： POWER SWITCH, Tempo/Tap, Click, Song, Start/Stop, Rec/Play, Setup, Kit, +/-, Enter,
　　　　　　　Back, Master Volume
・インターフェース： DC9V、ヘッドフォン、USB MIDI、Master Out( ステレオ )、AUX In、
・録音： リアルタイムレコーディングと再生

多機能で使い勝手のよい低価格モデル！
練習に最適で且つ、低価格を実現したモデルで
す。
クオリティも納得していただけるものになって
おります。基本機能はもちろんのこと、30のソ
ングに、２曲のデモ曲、さらに拍子のコントロー
ル可能なメトロノーム付で練習もばっちりで
す！
またエフェクトも多彩にご用意しておりますの
で、心地よい環境でプレイしていただけます！
またUSBMIDI も搭載しており、宅録環境でも活
躍できるモデルとなっております。

シンプルでわかりやすいインターフェース

Q2

定価￥55,000
JAN 4250132 506598JAN 9337330 001638

14'APR ※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。



14'APR ※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

GUITARS

品質とコストパフォーマンスの高さでご好評いただいております Cordoba 社より

JAN 0809870 052030 JAN 0809870 038614 08JAN 0JAJANN 00
45MR 定価￥170,000

トップ : ソリッドジャーマンスプルース
バック＆サイド : マダガスカル　ローズウッド
ネック : マホガニー
フィンガーボード : エボニー
ナット幅 :52mm
スケール :650mm
フィニッシュ : グロス PU
Humi Case( ハードケース）付属

トップ : ソリッドジャーマンスプルース
バック＆サイド : マダガスカル　ローズウッド
ネック : マホガニー
フィンガーボード : エボニー
ナット幅 :52mm
スケール :650mm
フィニッシュ : グロス PU
Humi Case( ハードケース）付属

トップ : ソリッドジャーマンスプルース
バック＆サイド : マダガスカル　ローズウッド
ネック : マホガニー
フィンガーボード : エボニー
ナット幅 :52mm
スケール :650mm
フィニッシュ : グロス PU
Humi Case( ハードケース）付属

ハイクオリティで、美しい見た目とスペインの伝統技術を駆使した上
質な仕上がりで大好評の Espana シリーズの人気モデル 45MR。トッ
プにソリッドジャーマンスプルース単板、バックは美しくブックマッ
チされたマダガスカルローズウッドを使用するなど、随所にこだわり
の素材を使用しました。そのサウンドは有機的な美しさと誠実さを感
じるものに仕上がっています。

45FMは伝統的なスパニッシュナイロンフラメンコギターの明るく
パーカッシブなサウンドを追及して開発されました。トップにソリッ
ドジャーマンスプルース単板、バック＆サイドは、美しい木目のサイ
プレスを使用しました。 またナチュラルな木材をロゼッタ、バインディ
ング、パーフリングのインレイに使用し、見た目も美しいものに仕上
がっております。

GUGG ITTTTARARARA SSSGUGUGUGGGGG ITITITITTTTTTARRRARARARAARAA SSSSSS

スペイン工房のルシアーによるハイクオリティな Espana シリーズペペペイイイイインンン工工工工工房房房房房のののののルルルルルシシシアアアアア ににににによよよよよるるるハハイイイイイイ リリリ ズズズズズクククククククククオオオオリリリリリテテテテティィィィィななななな EEEEssssspppppaaaaannnaaaaa シシシシシリリリリリイイイイ 房房房房房 ルルルル アアアアア よよよよよるるる イイイイイイイ リリリ ズズズズクククククククオオオオオリリリテテテテテテティィィィィィななななな pppppppppppppppppppp リリリ
もちろん伝統的なスペインギターの工法「ソレラ」を採用した手工品ギターです　　　　　　　　

トップ : ソリッドジャーマンスプルース
バック＆サイド : サイプレス
ネック : マホガニー
フィンガーボード : エボニー
ナット幅 :52mm
スケール :650mm
フィニッシュ : グロス PU
Humi Case( ハードケース ) 付属

トップ : ソリッドジャーマンスプルース
バック＆サイド : サイプレス
ネック : マホガニー
フィンガーボード : エボニー
ナット幅 :52mm
スケール :650mm
フィニッシュ : グロス PU
Humi Case( ハードケース ) 付属

トップ : ソリッドジャーマンスプルース
バック＆サイド : サイプレス
ネック : マホガニー
フィンガーボード : エボニー
ナット幅 :52mm
スケール :650mm
フィニッシュ : グロス PU
Humi Case( ハードケース ) 付属

クラシックギター２機種が待望の再入荷！
生きることは楽しむこと、そして奏でること。生きることは楽しむこと、そして奏でること。生きることは楽しむこと、そして奏でること。

0JAN 08JAJANN 0808
45FM

8809870 0386140809987870 038614408
定価￥160,000
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14'APR ※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

GUITARS

品質とコストパフォーマンスの高さでご好評いただいております Cordoba 社より

新商品がぞくぞくラインナップ
大好評のルシアーシリーズより

7/8 size の本格的クラシック
パーラーギターが新登場！

大人気Guilele シリーズにさらに手軽な

純アコースティックタイプ
販売開始

大好評の Cordoba ウクレレに

スプルーストップの
NEWラインナップ登場！

ルシアーシリーズは工房の精鋭チームによるハンドメイドで、コンサー

トにも使用できるオールソリッドタイプです。リーズナブルなギターを

お探しの方にぜひおすすめしたいシリーズです。そんなルシアーシリー

ズに新たなラインナップが加わりました。高い加工技術とこだわりはそ

のままに、持ち運びに便利で、演奏性も高い 7/8 サイズのナイロンギター

となっております。より多くの方に Cordoba の良さを楽しんでいただけ

るモデルとなっております。

ウクレレサイズのギターでそのサイズ、重量から は信じられないほどの

ボリュームとトーンを持つことで好評のGuilele CE のアコースティック

版が登場です。独特のスケールでも最高のパフォーマンス を実現するべ

く AQUILA 社と共同開発した弦が張ってあります。

CEよりも重量が軽く持ち運びにより便利なモデルとなっております。

勿論、出音は CEと変わらず、素晴らしいボリュームです。

推奨チューニング： 6A-5D-4G-3C-2E-1A

そのクオリティとコストパフォーマンスから大好評の Cordoba ウクレレに新たなシリーズが

登場です。22 シリーズはソリッドスプルーストップ、バック＆サイドがインディアンローズ

ウッドというギターで人気の木材の組み合わせで設計されました。また、ロゼッタとパフリ

ングに木製ロープインレイを施し、見た目にも美しいものに仕上がっております。

ラインナップはソプラノとコンサートの２サイズでグロスフィニッシュとなっております。

また、どちらのモデルにもギグバッグが付属いたします。

トップ：ソリッドカナディアンシダー
バック＆サイド：ソリッドマホガニー
ネック：マホガニー
フィンガーボード：エボニー
ナット幅：50mm
スケール：630ｍｍ
フィニッシュ：ハイグロス
ギグバッグ付属

トップ：ソリッドスプルース
バック＆サイド：マホガニー
ネック：マホガニー
フィンガーボード：ローズウッド
ブリッジ：ローズウッド
フィニッシュ：マット
ギグバッグ付属

トップ：ソリッドスプルース
バック＆サイド：インディアンローズウッド
ネック：マホガニー
フィンガーボード：ローズウッド
ブリッジ：ローズウッド
フィニッシュ：ハイグロス
サイズ：コンサート
ギグバッグ付属

トップ：ソリッドスプルース
バック＆サイド：インディアンローズウッド
ネック：マホガニー
フィンガーボード：ローズウッド
ブリッジ：ローズウッド
フィニッシュ：ハイグロス
サイズ：ソプラノ
ギグバッグ付属

C9 Parlor 定価￥95,000 定価￥33,000 定価￥30,000 定価￥28,000Guilele 22C 22S
JAN 0809870 065085 JAN 0809870 039321 JAN 0809870 038201 JAN 0809870 038102



高品質なスタンドを生産、開発している K&M社
より、斬新なアイディアの卓上マイクスタンドが
開発されました。ベースが三角形になっておりス
ペースを有効活用できる上、ベースがラバー製な
ので、滑りにくく、床面からの振動をマイクに伝
達しにくい構造になっております。
ドラムのマイキング等のプロの現場から、宅録の
環境まで幅広く、便利にご利用いただける商品と
なっております。

従来の卓上マイクスタンドにはなかった斬新な発
想と、高い機能性をぜひお試しください。

プレイ環境によってヘッドホンの置き場所に困ることはご

ざいませんか？ホルダーを設置する場所がない、とりあえ

ずその場に放置…なんてことはございませんか？そんなと

きこのホルダーは 45mmまでの厚みであればどんな場所に

も固定可能です。また、ヘッドホンを傷つけてしまう恐れ

からホルダーにかけることに躊躇していた…そんな方にも

このホルダーはお奨めです。ホルダー部がゴム加工されて

いるため、滑り落ちにくく、傷もつきにくい仕様になって

おります。

高いコストパフォーマンスでご好評いた
だいております、CT-03 の後継機種が完
成いたしました。タイヤやグリップ形状
など改良を重ね、さらに低価格で、コス
トパフォーマンスに優れた商品となって
おります。
ロングセラー製品の後継機にご期待くだ
さい。

2014NAMMSHOWで発表され、
各所で話題となった可変式のタ
ンバリンがついに発売です。通
常型から 3タイプの形状へと変
形可能です！シーンに合わせて
の変形や、ステージ上でのイン
パクト狙いやパーティなどでも
大活躍間違いなしです！ぜひぜ
ひチェックしてください！
カラーはWhite, Black,  
Green ,Yellow ,Red, SKYBlue の
6 種です！
　　

高品質スタンドメーカー K&Mより高品質スタンドメーカー K&Mより
あなたのプレイ環境と、ヘッドホンに優しい

クランプ固定式のヘッドホンホルダーが登場トライアングル型のラバーベースを持つ
卓上マイクスタンドがラインナップ

CT-03 の後継機種

16090

MM-123

定価￥OPEN

定価￥3,000

23230 定価￥OPEN

高いコストパフォーマンスでご好評いただいております

CT-02 完成！

積載量などは従来のまま！

耐荷重 45kg使い勝手の良いデザイン

CT-02
定価￥3,000
JAN 4515515 992055

変
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NAMMSHOWで話題をさらった ......

14'APR ※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

SKY BLUE 4515515 824738
YEL 4515515 824745
RED 4515515 824752
BLK 4515515 824769

WHT 4515515 824776
GRE 4515515 824783

JAN 4016842 825691 JAN 4016842 825899

152mm

137mm

3/8”



GH-240 サイズのウクレレハンガーが完成いたしました。前後に段をつ
けての展示や、狭いスペースへの収納等に大活躍です。さらに、ハンガー
部はUH-425 の改良版と同様のものを使用して、ペグにハンガー部が接
触することはございません！もちろんしっかりとした造りになっており
ますので安心してご利用いただけます。
左右の角度調整も二段階で可能で、一風変わったレイアウトでの展示も
可能になっております。また、長さが伸びたことでなんと三線・三味線
ハンガーとしてもご利用いただけるようになりました！
GH-P,GH-P2 との組み合わせで展示仕器としてもより便利にご利用いた
だけます！
展示スペースの変更時、新生活準備時、模様替えなどにぜひぜひご利用
ください！

当社ロングセラー商品の大好評のMUSIC NOMADより

GH-240/GH-240S サイズの
　　　　ウクレレハンガーが誕生！

ギターの木部を守るケアツールが登場！

UKH-240SUKH-240
定価￥800定価￥800

定価￥1,600

190mm 95mm

JAN 4515515 824790

JAN 0857047 002210

JAN 4515515 824806

14'APR ※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

ギターにとって湿度管理がとても大切なことは周知の事実で
す。MN 300 Guitar Humidifier は管理がとても簡単な湿度調整
ツールです。内部のスポンジは非常に吸水性に優れており、な
んと通常のスポンジの 10 倍の水を吸い込むことができ、長期
にわたり水分を保ちます。　もちろん水滴が垂れることはあり
ません！　さらにこのMN300 は、サウンドホールに差し込ん
で利用できるので、ギター内部から効率よく加湿します。
また、上部が開くため、手軽に水分量をチェックでき、もうカ
ラカラのまま放置なんてことはありません！ギターも外側だけ
でなく中身も美しく！　　

サウンドホールに差し込めます

上部を触って確認できます！
MN 300


