
15'AUG ※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

トップ：ソリッドイングルマンスプルース
バック＆サイド：ソリッドインディアンローズウッド
フィニッシュ：ハイグロスポリウレタン
ネック：スパニッシュシダー
フィンガーボード：エボニー
スケール：640mm
ナット幅：51mm
ブレーシング：1856  Torres 7 Fan Bracing
ボディ幅：336mm
ボディ厚：92mm-96mm　　

TORRES
定価￥550,000 JAN  0809870 071024

トップ：ソリッドカナディアンレッドシダー
バック＆サイド：ソリッドインディアンローズウッド
フィニッシュ：ハイグロスポリウレタン
ネック：スパニッシュシダー
フィンガーボード：エボニー
スケール：650mm
ナット幅：52mm
ブレーシング：1977 Rodriguez 5 Fan Bracing with Transverse Brace
ボディ幅：370mm
ボディ厚：94mm-97mm　　

定価￥550,000 JAN  0809870 071406

RODRIGUEZ

トップ：ソリッドイングルマンスプルース
バック＆サイド：ソリッドインディアンローズウッド
フィニッシュ：ハイグロスポリウレタン
ネック：スパニッシュシダー
フィンガーボード：エボニー
スケール：650mm
ナット幅：52mm
ブレーシング：1937 Hauser 7 Fan Bracing
ボディ幅：368mm
ボディ厚：95mm-99mm　　

定価￥550,000 JAN  0809870 071222

HAUSER

ギタービルダーの世代を鼓舞し、150年に渡るナイロン弦ギターの歴史を形作ったマスタールシアーを称える逸品。
Master Series - handcrafted in U.S.A.

このモデルは、スペインギターの父・アントニオ · デ · トー
レスの1856年のモデルギターをベースに製作されています。
小さめのボディと短めのスケールながら、パワフルな音色が
特徴です。ナット幅が 51mmと狭く、ネックも若干細めの
設計になっており、非常に快適に演奏出来ます。

1970 年代のロドリゲスモデルを弾き込み深く研究した結果
完成したギターは、爆発的なスパニッシュサウンドを奏でる
コルドバ史上最高のギターが完成しました。温かく丸みを帯
び、優雅で跳ねるような低音、歌うような高音と、レスポン
スの良さが特徴です。

現在はメトロポリタン美術館に収蔵されているアンドレス・
セゴビアのハウザー・1937 年モデルを元に作られました。
完璧なバランスと明確な音の分離を特徴とし、倍音を丁寧に
コントロールしているため、すべての音が際立ち、ピュアに
響きます。



※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

トップ＆バック：アーチドラミネイテッドマホガニー /サ
イド：ラミネイテッドマホガニー /ブレーシング：パラレ
ルトーンバー /ネック：マホガニー /フィンガーボード：
インディアンローズウッド /マシンヘッド : Grover Sta-Tite 
Die-Cast/ピックアップ：LB-1/コントロール：２ボリューム、
２トーン/ハードウェア：ニッケル/スケール：628mm/フィ
ニッシュ：グロスポリウレタン /ブラック (BLK)/ ケース：
TKL デラックスハードシェル　　

トップ＆バック：アーチドラミネイテッドマホガニー /サイド：
ラミネイテッドマホガニー /ブレーシング：センターブロック
/ネック：マホガニー、メイプル、マホガニー /フィンガーボー
ド：インディアンローズウッド /マシンヘッド : Grover 
Sta-Tite Die-Cast/ ピックアップ：LB-1/ コントロール：２ボ
リューム、２トーン /ハードウェア：ニッケル /スケール：
628mm/ フィニッシュ：グロスポリウレタン /ブラック (BLK)/
ケース：TKL デラックスハードシェル　　

STARFIRE III
w/Guild Vibrato Tailpiece/BLK

トップ＆バック：アーチドラミネイテッドメイプル /サイド：ラ
ミネイテッドメイプル /ブレーシング：センターブロック /ネッ
ク：マホガニー、メイプル、マホガニー /フィンガーボード：イ
ンディアンローズウッド /マシンヘッド : Grover Sta-Tite 
Die-Cast/ ピックアップ：LB-1/ コントロール：２ボリューム、
２トーン /ハードウェア：ニッケル /スケール：628mm/ フィニッ
シュ：グロスポリウレタン /エメラルドグリーン (GRN)/ ケース：
TKL デラックスハードシェル　　

トップ＆バック：アーチドラミネイテッドフレームメイプル /サ
イド：ラミネイテッドメイプル /ブレーシング：センターブロッ
ク /ネック：メイプル、ウォールナット、メイプル /フィンガー
ボード：インディアンローズウッド /マシンヘッド : Grover 
Sta-Tite Die-Cast/ ピックアップ：LB-1/ コントロール：２ボリュー
ム、２トーン /ハードウェア：ニッケル /スケール：628mm/ フィ
ニッシュ：グロスポリウレタン /ナチュラル (NAT)/ ケース：TKL
デラックスハードシェル　　

STARFIRE IV/BLK
定価￥180,000 JAN  0809870 300544 定価￥175,000 JAN  0809870 300551

STARFIRE IV ST Maple/GRN
定価￥175,000 JAN  0809870 300520 定価￥190,000 JAN  0809870 300513

NEW GUILD 始動
新たなGUILD の一歩として STARFIRE シリーズに二つの新たな風を吹き込みました。

今までのGUILD を愛している方へ新たなカラーを、
これからのGUILD を心待ちにしていた方へ新たな設計のモデルをリリース致します。

新色 BLACK 新モデル登場
従来のモデルに比べタイトな

サウンドを求めた新たな設計

・メイプルボディ

・ダイレクトマウントブリッジ

・ストップテールピース

従来のモデルを愛する方へ

アグレッシブなブラックカラー

STARFIRE IV 
ST Flamed Maple/NAT
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316mm
（158+158mm)

160mm
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35mm

45ｍｍ

15'AUG ※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

軽量で持ち運びが便利、ペダルボードとバッグがセットで
　　　　　　　　　　　　好評な ToneTrunk が進化して登場
エフェクターメーカー独自の発想とクオリティで大好評の TONETRUNK がより使いやすく進化。

ブティックペダルの操作性を考え、二段での構成に変更。ベルクロは付属の物をお好みに合わせて張り付けられるようになりました。

さらに、すのこ状ではなく一枚板にすることで強度をプラス。パワーサプライのケーブルを全面から出せるようにホールを設計。

また、ユーザーの用途に応じてプラスできる、多くのパワーサプライに対応したサイズのブラケット「PSUブラケット」と、

ワウなどの長さが必要なエフェクター向けに段差を埋める「レべリングブラケット」を設定。

もちろんキャリングバッグ付属、よりユーザー目線に立って開発した自信作です。

定価￥18,000
ToneTrunk 45

ToneTrunk 56
定価￥20,000

パワーサプライの電源確保のために
前面にφ30mmのホールを設けました

TONE TRUNK 70 は、スイッチャーなどにも対応可能な
充分なサイズ感

取り付けネジ穴は
予めボードに空いています。

しっかりと固定。高さは
ネジの長さ分調整可能！！

155mm

110mm

19mm
17mm

Accessories

NEW ToneTrunk

一段目の段差を限界まで低くする事で
より高い操作性を実現

ブラケット用のアクセサリ取り付け穴は
予め空いております

堅牢な一枚板二段による
操作性の高い構造

取り付けネジ穴は
予めボードに空いています。

1.5mm-2.5mm

アクセサリーポケット付き

クッション厚：上下左右10mmずつ

ショルダーストラップ付属

（下段）
4.5ｍｍ-6mm

ボードサイズ：316(158+158) x 450mm 
バッグ内寸：330ｘ460ｘ115mm 　
重量：1590g（ボードのみ）

ボードサイズ：316(158+158) x 560mm
バッグ内寸：330ｘ570ｘ115mm  　
重量：1860g（ボードのみ）

ボードサイズ：316(158+158) x 700mm
バッグ内寸：330ｘ710ｘ115mm  　
重量：2380g(ボードのみ）

高さ（上段）

共通スペック

～

ボード

バッグ

JAN 0811059 012810

JAN 0811059 012827

ToneTrunk 70
定価￥22,000
JAN 0811059 012834

定価￥3,400
PSU BRACKET

JAN 0811059 012780
定価￥3,000
Leveling BRACKET 

JAN 0811059 012797
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定価　￥650
CD-22

JAN 4515515 850966
定価　￥650
CD-23

JAN 4515515 850973 定価　￥OPEN定価　￥OPEN
FB2-SK-3TSGRA1K-CMB GRA1K-PPB FB2-SK-BK

定価　￥3,500
MM-32 BLK

JAN 4515515 829900

定価　￥OPEN

15590-000-55

JAN 4016842 827275

アルト 32 鍵、 音域 = f ～ c3、

中空二重ブローケース付、 立奏用唄口、

卓奏用パイプ付

サイズ ： W420 x D104 x H48mm

XLR端子ケーブル同士を接続して延長する際等にぴったりな
XLR用変換プラグが新たに追加されました。

新色 BLACK追加！！

ウクレレホルダー

K&Mよりスタンド等に取り付け可能なクランプ式ウ

クレレホルダーが登場！これさえあれば、ステージ上

や、スタジオでのウクレレの置き場所に困りません。

ご好評頂いておりました FPB62Kの後継機種 FB2-SK。
BLK、3TS のご紹介です。
ベース本体にアンプと小物が SET になった、入門者に
オススメのモデルです。

ボディ：ソリッドバスウッド
ネック：カナディアンメープル
with 2 way Truss Rod
スケール：864mm
フィンガーボード：ローズウッド
糸巻き：オープンギア
ナット：Synthetic Bone
カラー：3TS/BK
フィニッシュ：グロス

付属品
ベースアンプ (15W)
キャリングバッグ
ストラップ
クリップオンチューナー
ケーブル

3TS   JAN　 6922254 184760
BK     JAN　 6922254 184777

CMB   JAN   6922254 186948
PPB    JAN    6922254 186931

トップ：バスウッド
バック＆サイド：バスウッド
ネック：ナトー
スケール：625mm
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：クローム、ダイキャスト
カラー：PPB（ピンクパープルバース
ト）/CMB（キャラメルバースト）
サドル：NUBONE

付属品
ギグバッグ、ストラップ、ステッカー

惜しまれながらも廃番となったジプシーローズのアコー

スティックギターセットが、装いも新たに復活。

XLR[ オス ] ⇒XLR[ オス ] XLR[ メス ]⇔XLR[ メス ] 

for Guitarist ＆ Bassist
極上の響きを最高の仕上げで

原材料にブラジル産カルナバワックスを使用する
ことにより、非常に耐久性のある透明な保護膜を
張り、楽器本体の塗装をしっかりと保護します。
UVカット効果で日焼け防止にもなります。
液剤は非常に滑らかで、無駄なベタつきも無く、
ワンステップで楽器全体のクリーニング、艶出し
が可能です。　

MN103 GUITAR ONE
ギターワン 60ml 

非常にソフトで糸くずが少ないマイクロファイ
バースエード調のクロスです｡ 1 平方インチに対
し､90,000 マイクロファイバーを含む画期的な素
材を使用し､汚れや煤を綺麗に取り除きます｡ 
MN200､202 同様､ステッチフリー｡安心して楽器
のクリーニングに御使用頂けます｡ 

MN201 SUEDE CLOTH
スエードクロス 30cm x 30cm 

フレットボードの保護とコンディショ
ンを保ち､ベタつかずスムースな演奏感
を与える為に複雑な調合かつ高度に精
製されたオイルです｡レモン､ワックス､
石油､洗剤､水は使用しておらず､自然か
ら作り出された原料を使うことによっ
て､木の生命を蘇らせます｡　

MN105 F-ONE OIL
エフワンオイル 15ml 

MN140 
定価　￥2,500 JAN 0857047 002371

プレミアムギターケアセット

XLR用変換プラグ

MUSIC NOMAD の人気商品が１パックになったお手入れセットです。

・ サイズ ： 66×116×60mm

（直径 7mm ～ 30mm のパイプに取

付け可能）

・ 重量 ： 0.14kg


