
“Meteor” の名の通り流星の
ような斬新なフォルムで人
気のMeteor Mic に新しいラ
インナップが登場。PCレコー
ディングはもちろん、
FaceTime や Skype にもご使
用頂けます。

出力：15W

出力：30W

伝統的なリボン技術に高度なアクティブサーキットの精度と

汎用性を融合したアクティブリボンマイクロフォン



14'NOV ※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

SR850
JAN 0809164 009788

定価 ￥5,600 SR950
JAN 0809164 014188

定価 ￥6,400

CH70
JAN 0809164 001447 定価 ￥3,200

CH700
JAN 0809164 001454 定価 ￥4,200

レコーディングやDAW、普段使いまで幅広くご利用いただける密閉性の高いクロー
ズドタイプヘッドホン。

モニターとして、DJ プレイ用としてご利用いただける、音場の広いオープンタイプ
ヘッドホン。50mmドライバーを搭載したことで現場でも活躍できるパワーを実現した、コスト

パフォーマンスに優れたヘッドフォンです。

RH100
JAN 0809164 000884 定価 ￥3,800

RH600
JAN 0809164 000907 定価 ￥5,200

セミオープンタイプ 
ドライバー径 : 50mm
周波数特性 : 10Hz ‒ 30kHz 
インピーダンス : 32Ω
コード長 : ストレート 2.5m
重量 : 276g 
1/8” ‒ 1/4” 変換アダプター
装備

クローズドタイプ
ドライバー径 : 50mm
周波数特性 : 10Hz ‒ 25kHz 
インピーダンス : 32Ω
コード長 : ストレート 2.5m
重量 : 305g
 1/8” ‒ 1/4” 変換アダプター
装備

クローズドタイプ
ドライバー径 : 40mm
周波数特性 : 20Hz ‒ 22kHz
インピーダンス :32Ω
重量 :360g
1/8” ‒ 1/4” 変換アダプター
装備

クローズドタイプ
ドライバー径 : 40mm
周波数特性 : 20Hz ‒ 22kHz
インピーダンス :64Ω
重量 :495g
コード長 : ストレート 3m
1/8” ‒ 1/4” 変換アダプター
装備

オープンタイプ
ドライバー径 : 40mm
周波数特性 : 20Hz ‒ 22kHz
インピーダンス : 32Ω
重量 : 475g
コード長 : ストレート 3m
1/8” ‒ 1/4” 変換アダプター
装備

オープンタイプ
ドライバー径 : 40mm
周波数特性 : 20Hz ‒ 22kHz
インピーダンス : 32Ω
重量 : 475g
コード長 : ストレート 3m
1/8” ‒ 1/4” 変換アダプター
装備

JAN 0809164 007081TI10

JAN 0809164 007104TI20
定価 ￥2,300

JAN 0809164 007142TIL10

JAN 0809164 007159TIL20

JAN 0809164 006978TM10

JAN 0809164 006947TM20

JAN 0809164 006992TM25

 Neutrik ® ニッケル・プレート・プラグ
ヘヴィーデューティー＆フレキシブル 6mm PVC アウタージャケットを採用
ナイロン絶縁体が静電容量を減らし、RFI/EMI ノイズを除去

定価 ￥1,800 定価 ￥1,800

定価 ￥2,300

定価 ￥1,800

定価 ￥2,600

定価 ￥3,000

(3.0m)

(6.0m)

(3.0m)

(6.0m)

(3.0m)

(6.0m)

(7.5m)

Professional Studio Reference Head Phones

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC SPEC

Instrument Cables & Microphone CablesTOURtek

TOURtek



14'NOV ※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

JAN 0809870 029094JAN 4515515 003119

JAN  0611820 000707

定価 ￥50,000定価 ￥120,000

定価 ￥3,200

C5-CET

SM-1 JAN  6943206 703044

JAN  0809164 012757

定価 ￥10,000

定価 ￥2,400

JF-304

CT20

トップ：ソリッドカナディアンシダー
ネック：マホガニー
バック＆サイド：マホガニー
フィンガーボード：ローズウッド
ナット幅：50mm
スケール：650mm
サイド厚：65―70ｍｍ（上部‐下部）
ピックアップシステム：
Fishman Isys+ pickup & onboard tuner
フィニッシュ：グロスポリウレタン

優れたクオリティで評価を頂いている C5-CE にシン
ボディが再ラインナップされました。
主にライブで需要が多いシンボディですが、豊かな
音色を保つよう設計されています。

C5-CE のシンラインボディが
再ラインナップ！

コンパクトでハイクオリティサウンドの Alpha に 50Ｗモデルが登場！
Alpha plusは製品ラインナップの中で最もコンパクトサイズながら、プロユースに対応可能なほどパワフルで素晴らしい品質を持ち
合わせ、AER製品本来の透明感かつ自己主張のある音を奏でるアコースティック楽器用のアンプシステムです。２つのインプットに
より楽器とマイクの同時使用が可能に。ダイナミックな50Wの出力と8インチ・ツインコーン・スピーカーシステムがいかなる状況
下でも素晴らしいパフォーマンスを実現可能にします。

入力：入力： インプット1：XLR// 1/4インチ(6.3mm)フォン コンビネーション

line = アンバランス，1MΩ

mic = バランス，600Ω，ボイス・フィルター300Hz

インプット2：1/4インチ(6.3mm)フォン

line = アンバランス，2.2MΩ

pad = -10dBV

エフェクト・リターン = -10dBV/10K

出力出力： ライン = 0dBV

ダイレクトアウト = -20dBV

センド = -10dBV

フットスイッチフットスイッチ： チップ = 内部エフェクト

リング = 外部エフェクト

スリーブ = グラウンド

EQEQ： ベース = ±8dB/100Hz
ミドル = ±3dB/550Hz
トレブル = ±11dB/10kHz

アナログ･シグナル･プロセッサ：アナログ･シグナル･プロセッサ： リミッター，サブソニック･フィルター，エンハンサー

スタンド用ネジサイズ：スタンド用ネジサイズ：

ショルダーバッグ付属ショルダーバッグ付属

重量：重量：

パワーアンプパワーアンプ：消費電力　100W(100V 50/60Hz) 出力　50W/4Ω

キャビネットキャビネット： バーチ材　プライウッド(12mm)

3/8インチ

7.2ｋｇ

寸法：265mm(H)×330mm(W)×235mm(D)

スピーカースピーカー： 8インチ･ツイン･コーン･スピーカー･システム(96dB 1w/1m，F特性 60Hz-18kHz)

エフェクトエフェクト：デジタル・リバーブAlpha plus

タッチパネル式の大音量
デジタルメトロノームが登場
SNARKよりカラフルなタッチパネルを
搭載したデジタルメトロノームが
発売されます。
タッチパネル式でスマートに
操作できるうえ、
カラーで見やすいディスプレイ。
そして５種類のサウンドよりお好みのサ
ウンドを選べる機能、10のビートと 5
つのリズムパターンに、最大の特徴であ
る、大型スピーカー搭載による大音量と
魅力いっぱいの製品です。

コンパクトなボディとコストパフォーマ
ンスに優れたサウンドで大好評の
IRONMANシリーズにディレイが登場し
ました。シンプルなノブレイアウトとコ
ンパクトなボディで使い勝手の良いエ
フェクターです。

PA機器やマイクなどを数多く生み出し
てきた SAMSONの新商品としてクリッ
プオンチューナーが発売されます。

非常に見やすいフルカラー液晶、自由に
角度を変えることのできるボールジョイ
ントを搭載。マイクモードとクリップ
モードの切り替えも可能。

さらに SAMSONのマイクを開発してき
たノウハウを生かしたマイクシステム
に、ベースギターモードとクロマチック
モードに加え、ドロップチューニングや、
ハーフダウンチューニングに便利な最大
5半音下げたチューニングが可能なフ
ラットチューニングモードを搭載しまし
た。また、非アクティブ状態が 10秒で
バックライトをOFF する節電モードに、
5分で電源OFF する機能を搭載。これで
切り忘れによる電池切れに悩まされるこ
とはもうありません！

あの Steve Vai が認め、
使用しているチューナーを
あなたも体感してください。

・ウッドブロック /カウベル /スネアドラム
    ハンドクラップ /ドッグ / コオロギ
   の 6 つの楽しいサウンド
・10のビートと 5つのリズムパターン
・はっきり聞ける大音量！

H×Ｗ×Ｄ＝
95×50×17ｍｍ

大好評の JOYO IRONMAN
シリーズに新機種登場！ カラー液晶搭載の

クリップオンチューナーが発売！

スペック：
入力インピーダンス：1M
出力インピーダンス：1K
消費電流：40mA
電源：DC9Vアダプター
サイズ：73(L)x43(W)x50(H)mm
重量：220g
最長ディレイタイム：600ms　　　　　　

Time Magic



14'NOV

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

SX より FST-62K の後継機種が発売！！

セット内容：ST-Type ギター、ギターアンプ（10W)、
 クリップオンチューナー、ケーブル、キャリングバッグ、
ストラップ、ピック×6

本体スペック
ボディ：ソリッドバスウッド
ネック：カナディアンメイプル
フィンガーボード：ローズウッド
フレット数：21
コントロール：1ボリューム、2トーン、5WAY スイッチ
スケール：648
サイズ：H998×W325
カラーラインナップ：BLK/3TS

SX より DG-25 の後継機種が発売！！

DG-27 RDS DG-27 3TS DG-27 BUS
JAN 6922254 185514 JAN 6922254 185507JAN 6922254 185491

定価￥12,000 定価￥12,000 定価￥12,000

トップ：バスウッド
サイド＆バック：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
スケール：530ｍｍ
キャリングバッグ付属

FST62K の後継機種が登場！ボディ材
をバスウッドに変更し、セット内容の
チューナーを使いやすいクリップオン
チューナーに変更しました！

惜しまれつつも廃番となったDG-25
の後継機種が登場！フィンガーボー
ドをローズウッドに変更。また、よ
り響きを楽しんでいただけるよう、
シェイプ、サドル、サウンドホール
などを再設計しました。

FE1-SK-BLK
JAN 6922254 184685

定価￥OPEN

FE1-SK-3TS
JAN 6922254 184678

定価￥OPEN



最新の軽量アルミ譜面台が登場！！
現在まで数多くの譜面台を世に送り出してきたキクタニミュージックが長年の経験を活かして新たに開発した
最新の軽量アルミ譜面台が発売されます。日本一売れる譜面台をめざし開発したこの商品は
非常に軽量、コンパクト、組み立てやすく、キャリングバッグも付属、さらに四色展開と魅力いっぱいの商品です！

アルミ製で軽量

キャリングバッグ付属 しっかりとした構造

なんと本体重量 600g ！！ 楽器と一緒でも軽々持ち運べる重量です！

ショルダーストラップ付きの

キャリングバッグが付属。折りたたんだ状態で譜面部の がっちりとした脚部で
安定感も抜群です！

分厚いクリアファイルでも、
へたりにくい構造の角度調整部は
自由に角度を変えられるネジ式です。

定価￥3,500定価￥3,500定価￥3,500

KMS-6 BLUKMS-6 BLUKMS-6 BLU
JAN 4515515 829818JAN 4515515 829818JAN 4515515 829818

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

組み立てやすい

各連結パイプがぬけない構造なので、
組み立てがスムーズかつ、組み立て
たままの移動の際、抜け落ちる恐れ
がありません！

当社の長年の経験をもとに大きな 2つのポイントで、
より組み立てやすい構造に仕上げました！！

譜面部を畳む（開く）際になんと二通りの畳み方（開き方）の
どちらでも可能な構造を実現！！たとえば、Aで閉じた後、Bで開くことが
可能になりました！もう組み立ての際にどちらで開くかわからずに、もたつ
くことはありません！！

POINT1　抜け落ち防止機構 POINT2　自由開閉機構

A B

パイプを抜くことなくバッグに収まります！

コンパクト
折り畳み状態での全長 42cm！ 当社従来品と比較してもこのコンパクトさ！

従来品折り畳み時

KMS-6 折り畳み時

MAX 980mm
MIN 455mm

250mm

450mm 150mm

95mm

270mm

φ10mm

φ14.4mm

φ18.1mm

φ14.1mm

定価￥3,500
JAN 4515515 829788
KMS-6 BLK

定価￥3,500

KMS-6 WHT
JAN 4515515 829795

定価￥3,500

KMS-6 RED
JAN 4515515 829801

譜面受け部厚み 35mm

最長長さ 380mm

(※当社アルミ製従来品 700g)

14'NOV


