
14'SEP ※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

Bags のケースは、軽量なグラスファイバーと耐久性に優れた高品質なコーデュラ繊維の外装、YKK製ジッパーを備えており、

光沢のあるグラスファイバーはモダンでエレガントな印象を与えます。付属ストラップにより、リュックタイプとして持ち運ぶ

事も可能で、丈夫さと快適性を兼ね備えたカラフルなケースです。

JAN　4515515 500410
FTT BLK

JAN　4515515 500397
FTT F-WHT

JAN　4515515 500403
FTT ORA

JAN　4515515 500427
FTT RED

JAN　4515515 500458
FDFH BLK

JAN　4515515 500434
FDFH F-WHT

JAN　4515515 500441
FDFH ORA

JAN　4515515 500465
FDFH RED

FTT ファイバー　テナートロンボーンケース　定価　各￥45,000　重量　4.4kg                  

FDFH ファイバー　フレンチホルンケース　定価　各￥42,000　重量　2.5kg



14'SEP ※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

JAN　0857047 002333
MN731

JAN　0857047 002272
MN700

JAN　0857047 002289
MN701

JAN　0857047 002326
MN730

静電気防止剤配合によ
るホコリの付着防止、
研磨剤不使用

銀、 銀メッキ仕上げか
らアンラッカー仕上げに

金管 ・ 木管楽器用ポリシングクロス
高品質マイクロファイバースエード
（無加工）　
サイズ ： 30cm x 30cm

管楽器用

弦楽器用ポリシングクロス
全ての面に使用可能
拭き取り＆艶出しに最適です
サイズ ： 30cm x 30cm

弦楽器用ピアノ用

JAN　0857047 002241
MN130

JAN　0857047 002258
MN131

この 1 本でピアノメンテ
ナンスを完璧に！
汚れ除去、 艶出し、 ワッ
クス効果

鍵盤、 艶消し塗装用、
簡単クリーン＆プロテク
ト！

定価 ￥1,400 定価 ￥1,300 定価 ￥1,400 定価 ￥1,400 定価 ￥900 定価 ￥900

これまでギター、ベース、ドラム用の商品を展開してきたアメリカ製ケア用品ブランド「MUSIC NOMAD」。

NAMM SHOW でも過去に数々の賞を受賞した実力派の同ブランドより、新たにピアノ、管楽器、弦楽器用の

新商品が発表されました。ケア用品にありがちな工業的な臭いを抑え、爽やかな香りを持たせました。

ケアの手軽さ、確かな品質も一度お使い頂ければ納得して頂けるでしょう。もちろん本国アメリカの楽器

店でもお墨付き頂いた商品です。
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JAN　5036678 007121
FKM
定価 ￥58,000

JAN　5036678 009187
FKNE
定価 ￥68,000

JAN　5036678 007107
FKV
定価 ￥65,000

JAN　5036678 012729
FRMG
定価 ￥90,000

トップ：ソリッドシトカスプルース
バック＆サイド：ソリッドインドネシアンマホガニー
スケール：608mm 
ブレーシングマテリアル：スプルース（柾目）
ブレーシングパターン：Patrick James Eggle X-Brace Design
ネック：マホガニー
フィンガーボード：インドネシアンローズウッド
糸巻き：フェイスプレシジョン（クロム）
ナット /サドル：NuBone
ナット幅：43mm 
ブリッジ：インドネシアンローズウッド
フィニッシュ：サテン
CGB-1600 バッグ付属

トップ：ソリッドシトカスプルース
バック＆サイド：ソリッドインドネシアンマホガニー
スケール：650ｍｍ
ブレーシングマテリアル：スプルース（柾目）
ブレーシングパターン：Patrick James Eggle X-Brace Design
ネック：マホガニー
フィンガーボード：インドネシアンローズウッド
糸巻き：フェイスプレシジョン（クロム）
ナット /サドル：NuBone
ナット幅：ナット 43mm 
ブリッジ：インドネシアンローズウッド
フィニッシュ：サテン
ピックアップ /プリアンプ：Shadow Performer Tuner 
Preamp/Shadow Nanoflex Pickup 1.3
GVB20Wバッグ付属

トップ：ソリッドシトカスプルース
バック＆サイド：ソリッドインドネシアンマホガニー
スケール：650mm
ブレーシングマテリアル：スプルース（柾目）
ブレーシングパターン：Patrick James Eggle X-Brace Design
ネック：マホガニー
フィンガーボード：インドネシアンローズウッド
糸巻き：フェイスプレシジョン（クロム）
ナット /サドル：NuBone
ナット幅：43mm 
ブリッジ：インドネシアンローズウッド
フィニッシュ：サテン
ピックアップ /プリアンプ：Shadow Performer Tuner 
Preamp/Shadow Nanoflex Pickup 1.3
GVB20Wバッグ付属

トップ：ソリッドマホガニー
バック＆サイド：ソリッドマホガニー
スケール：650ｍｍ
バインディング：ソリッドローズウッド
ブレーシングマテリアル：マホガニー（柾目）
ブレーシングパターン：Patrick James Eggle X-Brace Design
ネック：マホガニー
フィンガーボード：マカサエボニー
糸巻き：グローバーロトマチック（クロム）
ナット /サドル：TUSQ
ナット幅：43mm 
ブリッジ：マカサエボニー
フィニッシュ：ボディ /ハイグロス　ネック /サテン
Faith オリジナルハードケース付き

芸術的なギターを生産し続けるフェイスより

バインディングを省き、塗装を極薄サテンにすることにより
　レスポンスと鳴りを追及したネイキッドシリーズ登場

トップにシトカスプルース、サイド＆バックにインドネシアン
マホガニー単板を贅沢に使用した、12F ジョイントのパーラー
サイズのギターです。とり回しもしやすく、演奏しやすいモデ
ルです。

トップにシトカスプルース、サイド＆バックにインドネシアン
マホガニー単板を贅沢に使用した、エレクトリックモデルです。
定評のある材の組み合わせで、生音はもちろん、プラグドでも
美しいサウンドを奏でます。

トップにシトカスプルース、サイド＆バックにインドネシアン
マホガニー単板を贅沢に使用した、エレクトリックモデルです。
定評のある材の組み合わせで、生音はもちろん、プラグドでも
美しいサウンドを奏でます。カッタウェイ搭載でハイフレット
の演奏性も高めたモデルです。

全面にマホガニー単板を使用した珍しいモデルです。
見た目の美しさもさることながら中低域が深く、心地よい低音と
カラっとした高音を持ち合わせたサウンドを奏でます。
個性的な見た目でありながら、高い実力を持つモデルです。

今までのフェイスと一線を画す
ドロップショルダードレッドノート

二種類の新シリーズが発売！
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スペック共通
ボディ ： メゾナイト （セミ ・ ホロウ）
ネック ： メイプル
フィンガーボード ： ローズウッド
スケール ： 636mm
ピックアップ ： New Old Stock Pick-Up

59M N.O.S. (New old stock)

Danelectro のピックアップメーカ
ーの工場から
15年物のリップスティックが発見！
マグネットはアルニコを使用し、15
年の歳月を経た今も
現行のピックアップより力強く、パン
チの効いたサウンドを演出！？
このシリーズのためだけに考えら
れた5色のヴィンテージカラーに、
この度定番の2色を追加！
もちろん数量限定です！

定価 ￥64,000

Baby Sitar

1968年に初めて生産された歴史的
名器、Baby Sitarがついに復活！
インドのシタールを思わせるユニー
クなボディデザインで、インドを思わ
せる特徴的なピックガードを搭載。「
ベイビーシタール」の名前の通りの
他にはない特徴的なサウンドを奏で
ます。また、搭載ピックアップは
DANELECTROおなじみのリップス
ティックピックアップなので、プラグド
でのシタールサウンドとの相性は抜
群です。数量限定となっておりますの
で、この機会にシタールサウンドを是
非手に入れて下さい！

JAN　0611820 024666


JAN　0611820 024659


スペック共通
ボディ ： メゾナイト （セミ ・ ホロウ）
ネック ： メイプル
フィンガーボード ： ローズウッド
スケール ： 628mm
ピックアップ ： リップスティック
色 ： TS （タバコサンバースト）

定価 ￥85,000

JAN　0611820 028718
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GUITARS

ご好評いただいておりますサーフボード型

ラップスチールギターに新たなラインナッ

プが登場です。サンバーストカラーで、ボ

ディ材をアッシュに、フィンガーボードを

アルミに変更した、カラー変更だけでない、

新ラインナップです！

ボディ：ソリッドアメリカンアッシュサーフ
ボードデザイン
フィンガーボード：アルミ
ナット、ブリッジ：メタル、クローム
スケール：578mm
糸巻き：クロムメッキ
ピックアップ：シングルコイル x１
コントロール：ボリューム x１、トーン x１
色：3TS
フィニッシュ：グロス

定価 ￥32,000

JAN　6922254 184845MLG2

躍進を続ける Cordoba GUITARS より

コストパフォーマンス抜群の本格派クラシックギター
新たなラインナップが登場！

テナーウクレレ用のケースが登場！

トップ：ソリッドカナディアンシダー
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
バインディング : インディアンローズウッド
ブリッジ : インディアンローズウッド
フィニッシュ：グロスポリウレタン
ナット幅：52mm
スケール：650mm
ギグバッグ付属

C5 定価￥42,000
JAN 0809870 026833

トップ：ソリッドカナディアンシダー
バック＆サイド：マホガニー
ネック：ナトー
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：グロスポリウレタン
ナット幅：52mm
スケール：650mm
キャリングバッグ付属

C3 定価￥33,000
JAN 0809870 026802

見た目の美しさ、そして斬新な設計と美しい音色
で国内外で躍進を続ける Cordoba GUITARS より、
C5が再入荷です。C5は Edmund Bloechinger 監
修の Iberia シリーズのギターです。スペインの伝
統的工法でくみ上げられる C5は、ソリッドカナ
ディアンシダーをトップに、サイド＆バックはマ
ホガニーという組み合わせを採用し、鳴り、反応
の良いサウンドに仕上げました。さらに手製の象
眼細工のロゼット、ローズウッドバインディング、
手彫りのヘッドストックなど、見た目の美しさを
も追求した一本です。

Cordoba GUITARS より、Iberia シリーズの C3が
グロスフィニッシュ仕様に変更され再入荷します。
C3は左記の C5同様　ソリッドカナディアンシ
ダーをトップに、サイド＆バックはマホガニーと
いう組み合わせを採用し、鳴り、反応の良いサウ
ンドに仕上げました。ネックをナトー材にするこ
とで低価格でのハイクォリティを実現しました。

    
全長：749mm / ボディ長：355mm
ボディ上部幅：177mm / くびれ部幅：146mm
ボディ下部幅：222mm / 深さ：95mm
重量：2.18kg
ショルダーストラップ付属

GW-JM UKE-TEN （テナーウクレレ用ケース）

定価 ￥14,000 JAN  0716408  534169

大好評！ジャーニーマンシリーズの

シックなルックスと精巧な作りで大好評の GATOR　ジャーニーマンシリーズのテナーウクレレ用のケースが
発売されます。すでにラインナップされているソプラノ用、コンサート用とおなじくシックで美しい見た目と
大切なウクレレをしっかりと守る堅牢さを兼ね備えた商品です。

大好評サーフボード型ラップスチールギターに
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JAN 6922254 185101
BK

JAN　6922254 185118
BUS

JAN 6922254 185125
VS

JAN 6922254 185132
SD1-NA

JAN　6922254 185149
RDS

JAN 6922254 185187
BK

JAN 6922254 185194
BUS

JAN 6922254 185200
VS

JAN 6922254 185217
SD2-NA

JAN 6922254 185224
RDS

JAN 6922254 185255
NA

SD2-CE スペック

トップ：スプルース
バック＆サイド：バスウッド
ネック：ナトー
フィンガーボード：ローズウッド
ブリッジ：ローズウッド
フレット：ニッケル
糸巻き：ダイキャスト
                 ロトマチッククローム
サドル：NUBONE
Cutaway with EQ400T Pickup 
(4 Band EQ with Built-in Tuner)
色：NA, VS, BK
キャリングバッグ付属

JAN　6922254 185248 
SD2-CE-VS

JAN 6922254 185231
BK

定価 ￥20,000

SD1 スペック

トップ：スプルース
バック＆サイド：バスウッド
ネック：ナトー
フィンガーボード：ローズウッド
ブリッジ：ローズウッド
フレット：ニッケル
糸巻き：ダイキャスト
                 ロトマチッククローム
サドル：NUBONE
色：NA, VS, RDS, BUS, BK
キャリングバッグ付属

SD2 スペック

トップ：スプルース
バック＆サイド：バスウッド
ネック：ナトー
フィンガーボード：ローズウッド
ブリッジ：ローズウッド
フレット：ニッケル
糸巻き：ダイキャスト
                 ロトマチッククローム
サドル：NUBONE
色：NA, VS, RDS, BUS, BK
キャリングバッグ付属

定価 各￥14,000

定価 各￥14,000

BK

SD

ト
バ
ネ
フ
ブ
フ
糸巻
     
サ
色
キ

SXより待望の後継機種3機種が発売！
MD-160の後継機種が発売！

OM-160の後継機種が発売！

OM-160CEの後継機種が発売！

COMING SOON!! COMING SOON!!

近日入荷！近日入荷！

大好評のなか惜しまれながら廃番となったMD-160、OM-160、
OM-160 CEの後継機種が発売。前モデルの長所を受け継ぎながらも、
トップをスプルース材に変更し、さらにクオリティを追及しました。


