
DANELECTRO

W G

LEAS
スペック
ボディ：アガチス
ネック：カナディアンメイプル
ピックアップ：フロント：ビンテージスタイルシングルコイル
　　　　　　リア：ハムバッキングリップスティック　
コントロール：1ボリューム
　　　　　　1トーン（プッシュプルコイルタップ）
　　　　　　3WAYスイッチ
ブリッジ：ビグスビービブラートユニット
フレット数：22
スケール長：636mm
フィニッシュ：ボディ：グロス
オリジナルギグバック付属

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

THE　THE
The guitar you always wanted! 

You won’t be able to put it down! 

60 YEARS OF GREAT GUITARS

64
ブリッジピックアップはハムバッキングリップの

懐かしくも新しいサウンド、トーンノブを引き上げることで

コイルタップが可能です。ネックピックアップはファットな

シングルコイルピックアップ。そして Bigsby®トレモロを搭載し、

ユニークかつバリエーション豊かなトーンの実用的なモデル。

定価￥150,000[ 税抜き ] JAN 0611820 022105

 

D.AQU（DARK AQUA)

 

RED.M（RED METALLIC)

 

3TS（3TONE BURST)

 JAN 0611820 022150

 

JAN 0611820 022143

THE 64



DANELEDANELEDANELE

NEW GUITAR

RELEASE

ソリッド・スプルーストップのリッチな
ホール仕様の59がリリース !

驚きの⾳量！リゾネーター付きギター登場！

独自の路線を走り続けるDanelectro より、生鳴りを生かしたソリッド・
スプルーストップの 59 シェイプが登場。独特の形状の f ホールをオフ
セットで備えたクールでDanelectro らしいルックスは、レトロでロッ
クな印象。また、ソリッド・スプルーストップにリップスティックピッ
クアップを搭載し、自然なセミホロウボディの鳴りと合わさってかつ
て無いほど明るくスイートなサウンドを実現。今までにない挑戦的か
つ完成度の高い製品です。

独自の路線を走り続けるDanelectro より、驚きのリゾネーター付きエレキギター
がリリースされます。リゾネーター機構により、アンプラグドでも驚きの音量を
出す事が可能。まるでスピーカーを搭載しているかのような音量を演出します。
また、リゾネーター搭載により今までにないインパクト絶大なルックスに仕上が
りました。プラグドではダンエレクトロらしい独特のサウンドを出すリップス
ティックとピエゾピックアップのナチュラルなサウンドをブレンド可能。このモ
デルでしか実現不可能なサウンドを奏でます。

’59M SPRUCE

スペック
トップ：ソリッドスプルース
フレーム：ソリッドスプルース
バック：メゾナイト
ピックアップ：2-リップスティック
コントロール：2ボリューム
　　　　　　2トーン
　　　　　　3WAYスイッチ
フレット数：21
スケール長：636mm
フィニッシュ：グロス
オリジナルギグバック付属

スペック
ボディ：メゾナイト
リゾネーターカバー：ダイヤモンドパターン　クロム
ピックアップ：フロント：リップスティック
　　　　　　コーンマウントピエゾ　
コントロール：1ボリューム
　　　　　　1トーン
　　　　　　1ブレンド
フレット数：21
スケール長：636mm
フィニッシュ：ボディ：グロス
　　　　　   ネック：クリアサテン
オリジナルギグバック付属

59 RESONATOR

定価￥88,000

定価￥110,000

BLK.P BTC CNT
(BLACK PEARL) (BUTTERCUP) (CHIANTI)

TSB
(TOBACCO SUNBURST )

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

JAN 0611820 022235

JAN 0611820 022303

JAN 0611820 022242

 

JAN 0611820 022259 

TSB

オフ
ロッ
ピッ



DANELECTRO

NEW BASS

RELEASE

ついにロングスケールベース完成！

復活！クールなブラックカラー！

独自の路線を走り続けるDanelectro より、ロングスケールのショートホー
ンシェイプのベースがリリースされます。メゾナイト製ホロウボディ特有
の深い低音、リップスティックピックアップによるスイートなサウンド、
メタルナットによる開放と押弦時のサウンドの均一さはそのままに、スケー
ル長を一般的なロングスケールに変更。更に、ブリッジはメタルセパレー
トタイプを採用。細やかな調整も可能となりました。また、ロングスケー
ルでも、メゾナイト製ホロウボディによって軽量で、ショートホーンシェ
イプによるハイフレットの操作性の高さはそのまま、弦の選択肢が広がり、
持ち替え時の違和感も解消しています。セレクタースイッチを搭載してお
り、より演奏性の高いベースに仕上がりました。

独自の路線を走り続けるDanelectro より、ロングホーンベースのブラックカラー
が復活！メゾナイト製ホロウボディにリップスティックピックアップとローズ
ウッドサドルによる深く豊かな低音。ショートスケールによる軽量さと携帯性。
独特のシェイプによるハイフレットでの高い操作性。メタルナットによる開放時
と押弦時のサウンドの均一さ等で広く世界中で愛されている名作です。

スペック
ボディ：メゾナイト
ピックアップ：2-リップスティック　
コントロール：2ボリューム
　　　　　　2トーン
　　　　　　3WAYスイッチ
フレット数：20
スケール長：864mm
フィニッシュ：ボディ：グロス
オリジナルギグバック付属

スペック
ボディ：メゾナイト
ピックアップ：2-リップスティック
コントロール：2ボリューム
　　　　　　2トーン
フレット数：24
スケール長：756mm
フィニッシュ：ボディ：グロス
　　オリジナルギグバック付属

’59DC LONG SCALE BASS
定価￥84,000

'58 LONG HORN BASS/BLK 定価￥75,000

COB(COPPER BURST) BLK

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。
JAN 0611820 026431

JAN 0611820 022358 JAN 0611820 022365

58 LONG HORN BAS



SNARK より、Hz 測定機能付きの

SNARK 史上最少サイズのギター・ベース用
チューナーが登場！

今だけ！話題の SNARK ピック
1 枚付き！

高い可視性と素早い反応で世界中で高い評価を誇るチューナーブランド SNARK よ

り SNARK 史上最も小さいサイズのギター、ベース用チューナーがリリースされま

す。なんと従来品より 40％の小型化に成功。また、あらゆるボディカラーに合わ

せやすいホワイト/ブラックカラーを採用。広視野角かつ視認性の高いLCDカラー

ディスプレイでより可視性をアップ。さらにクリップ部を見直すことでよりヘッ

ド部をしっかりグリップ。高い安定性を実現しました。SNARK の特徴である、可

視性の高いカラーディスプレイや反応の速さ、360 自在回転ディスプレイなどの

機能はそのままに小型化を実現。更に！Hz 測定機能（ギター・ベース専用）を

搭載し、より高い精度を実現した、最小ながら最強のチューナーが誕生しました。

SPEC
音律：12 平均律（通常チューニングモード）
　　　全音律可能（Hz チューニングモード）
測定精度：±0.1Hz
　　　　　(Hz チューニングモード時）
キャリブレーション：440Hz 固定
　　　　　　　　　( 通常チューニングモード）
　　　　　　　　　全基準可能
　　　　　　　　　（Hz チューニングモード）　　　　
サイズ：65×50×35mm
電源：CR2032(3V)×1
重量：26g（バッテリー含む）
付属品：動作確認用 CR2032(3V)×1
　　　    不織布製収納カバー
　　       保証書、取扱説明書
　　　　

HZ-1
定価￥2,400（税別）

ここがすごいぞ！ HZ-1 ！

JAN 0611820 001643

なんと 40％の小型化に成功！
GET FREE!!

※HZ-1 チューニング精度

            ( セント換算 )

有効数字を 2桁とした場合

A=440Hz で換算

ギター
6弦 E ±1.1 セント
5弦 A ±0.8 セント
4弦 D ±0.6 セント
3弦 G ±0.5 セント
2弦 B ±0.4 セント
1弦 E ±0.3 セント

ベース
1弦 G ±0.9 セント
2弦 D ±1.2 セント
3弦 A ±1.6 セント
4弦 E ±2.1 セント
5弦 B ±2.8 セント
※一般的なチューナーの精度は±３セントです。

広視野角かつ視認性の高い
LCD ディスプレイ

Hz 表示により ±0.1Hz の高精度
なチューニングが可能に

シンプルなボタン操作
より安定するクリップ形状

フレキシブルな角度調整

見やすい表示法

※

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。



プラスチック製トランペット発売！

ZPT-01 RED/BLK
JAN 4515515 823977

JAN 4515515 824820

JAN 4515515 823984

JAN 4515515 823991

JAN 4515515 824837
ZPT-01 PIK/BLK

本体カラー部と同⾊のプラスチック製専⽤マウスピース
が付属。また、お⼿持ちの⾦属製マウスピースでの演奏
も可能。サウンドの幅が広がります。

鮮やかで光沢の有る仕上げでポップなカラーリングの
本体。

ピストン部はブラックカラー。全体を引き締めています。

10mm厚のパッドの⼊ったショルダーストラップ付き
軽量キャリングバッグが付属

ピストンケーシングにはブラス、ピストン部にはABSコアのステンレスを採⽤。通常のトランペットと
遜⾊ないピストンワークを実現。更に通常のトランペットと同じ構造の為、同様のメンテナンス⽅法で
ご使⽤頂けます。

定価各￥24,000

ZPT-01 BLU/BLK

ZPT-01 YEL/BLK

ZPT-01 WHT/BLK

コストパフォーマンスの⾼さが⼤好評のZeffより、プラスチック製のトランペットがリリース

されます。プラスチック素材特有のポップな⾒た⽬ですが、本格的なサウンドを⽬指して設

計されており、従来のプラスチックトランペットにありがちな重い吹奏感と鳴らしにくさを軽

減し、快適な吹奏感と安定した⾳程を実現しました。また、プラスチック製ですので軽量（本

体重量460g）で、お⼿⼊れも簡単です。さらに、吹奏感の良い専⽤プラスチック製マウスピー

ス、しっかりとした作りの軽量キャリングバックも付属。持ち運びも⼤変便利です。スポー

ツ応援に、パートで⾊を揃えてマーチングに、パレードに、ポップスステージでソリストの演

出に、ちょっとしたセッションに、スカ、ファンクなどのバンド活動に…等幅広くご使⽤頂ける、

⼿軽さとサウンドを兼ね備えた製品です。

スペック
素材：ABS樹脂 /ステンレスピストン（ABSコア）
重量：460ｇ（マウスピース含む）
管調：B♭
付属品：専⽤マウスピース（ABS樹脂製）
    軽量キャリングバック（10mm厚パッド）
    保証書 /取扱説明書
 

  PLASTICS TRUMPET Release

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。



過去最高品質のアルト・サックスが登場。

ZAS-30
定価￥55,000
JAN 4515515 823953

コストパフォーマンスの高さから大好評のZeffより、サウンドと安定感を追及したアルトサック

スがリリースされます。価格以上の美しい作り、見た目はもちろん、低音キーにダブルアームキー

を採用し、高い操作性と、キーのたわみを防ぐ事で、確実なキータッチを実現。

左手テーブルキーにはC♯-B♭に連絡アームを採用。コンパクトにまとまり、よりスムーズな運

指が実現。金属製サムフックを採用し、楽器の響きを邪魔せず高い安定性を実現。豊かな音

色と正確な音程を実現した、本番でも自信を持って使用できるモデルに仕上がりました。

ZAS 30

コスト

スがリ

を採用

左手テ

指が実

色と正

低音キィにダブルアームキーを採用し、高い
操作性はもちろん、キーのたわみを防ぐこと
で、より高い安定感を実現。

スペック
管体：イエローブラス
仕上げ：ゴールドラッカー
管調：E♭
付属品：
マウスピース
リガチャー
キャップ
リード2枚
クロス
手袋
コルクグリス
ストラップ
軽量セミハードケース
保証書 / 取扱説明書

■ダブルアームキー

■テーブルキー

■金属製サムフック/Low Cキー

左手テーブルキーには最もオーソドックスな
C＃-B♭連絡アームを採用。コンパクトかつ
短いストロークで操作が可能です。

■HI-F# キー /三点支持

もちろんHI-F# キーを搭載。
管体の鳴りを重視した三点支持を採用。

楽器素材と同素材の金属製サムフックを採用
し、楽器の響きを邪魔せず高い安定性を実現。
大きめの Low Cキーを採用し、しっかりと
押せるキィ形状で安定した演奏が可能。

価格以上の美しい作り、見た目

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

■軽量セミハードケース

リュックストラップ付きのケースが
付属します。

ー



ZCL-65

  JAN 4515515 823960
定価￥75,000

木製クラリネットZCL-65登場！
ハイコストパフォーマンスブランドzeffより

コストパフォーマンスの高さから大好評のZeffより、木製のクラリネットが発売されます。

エボニー製ならではの質感、サウンドはもちろんの事、銀メッキキーを採用し、高い操作性と

滑らかなフィンガリングを可能に。また、バレルは62mmと65mmの二種類を付属。音程や

好みに合わせて選択できます。更に、革製のタンポを採用。耐久性が高く、確実にサウンドホー

ルを塞ぐ事が出来ます。可動式のサムフックを採用。より自然なフィンガリングを可能にしまし

た。この価格帯ながら、サウンド操作性共に本番での使用も可能なサウンドとクオリティを持

つ製品に仕上がりました。

スペック
管体：エボニー
キー：銀メッキ
管調：B♭
付属品：
マウスピース
リガチャー
キャップ
リード1枚
バレル2本
スワブ
コルクグリス
マイナスドライバー
軽量セミハードケース
保証書 / 取扱説明書

管体素材に 美しい木目と重厚な響きを併せ
持つエボニーを使うことにより、豊かな倍音
を含む温かい音色を奏でます。

■エボニー製の管体

62mmと65mmの2本のバレルを付属して
おり、音程の下がりがちな冬場など、奏者の
お好みに合わせて使い分ける事ができます。

■バレル2本付属

コンパクトにまとまったキー配置を採用。
よりスムーズなフィンガリングが可能に。
奏者のお好みや手の大きさに合わせてサム
フックを調整でき、自然で快適なフィンガ
リングが可能です。

■コンパクトなキー配置 / 可動式サムフック

耐久性に非常に優れ、確実にトーンホールを
塞ぎます。フィッシュスキン製タンポ特有の
ノイズに悩む事もありません。

■革製タンポ

キーやジョイントリングに煌びやかな
銀メッキを施し、高級感のある仕上げと
共に優れたフィンガリング性能を発揮します。

■銀メッキ仕上げ

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

■軽量セミハードケース

バレル2本が収まる軽量セミハードケース
付きです。

ック
エボニー
銀メッキ
B♭
：
ピース
ャー
プ
枚
2本

■軽

バレ
付き



audioaudio

発売
最高性能を誇るフラッグシップモデル

そのクオリティと洗練されたルックスで発売以来大好評のMEEaudio より最高性
能を誇るフラッグシップモデル「PINNACLE[ ピナクル ]( 品番 P1)」がリリースさ
れます。最高性能を誇るフラッグシップモデル “Pinnacle P1” は 開発に 2年も
の歳月をかけ設計されました。 MEE audio 発足当初より世界中の愛好家からロー
コストで ハイパフォーマンスなブランドと認識されてきましたが、 この P1 の登
場により、IEMブランドとしての地位を更に向上します。

主な特徴

・ハイディフィニティ・インイヤーヘッドフォン P1はムービングコイルトランスデューサーを

採用し、高解像度、明瞭なサウンドを再生します。

・バランスの取れた周波数レスポンス＆優れた空間再生能力で究極の音場を提供します。

・亜鉛合金ハウジング＆MMCXコネクタケーブルを採用。

・人間工学に基づいたデザインは耳に快適にフィットします。

・Comply ™イヤチップ＆キャリングケース付属。

・    交換用マイク＆リモート付きケーブル、シリコンイヤーチップ６ペア付属。

P1

SPEC

Features

定価 : オープンプライス
市場想定売価 :￥25,800( 税込み )
JAN No.:0616312615988

付属品

ドライバタイプ : ムービングコイル ( ダイナミック )with

                                  銅板アルミニウム・ボイスコイル

ドライバサイズ : 10mm

周波数特性 : 20Hz - 20 kHz

インピーダンス : 50Ω@ 1K

感度 : 96+-3dB(1mW @ 1kHz)

最大入力 :50mW 

Microphone Specifications

指向性：無指向性

周波数特性 :100Hz - 5kHz

感度 : -40dB± 3dB

•Pinnacle P1 インイヤー・ヘッドフォン

•銀メッキMMCXコネクタ・ケーブル

•マイク＆リモートコントロール付きケーブル

•Comply T-200 イヤーチップ (3 ペア S,M,L )

•シリコンイヤーチップ (6 ペア )

•¼" (6.3mm) ステレオアダプタ

•プレミアムキャリングケース

•シャツクリップ



audioaudio

新色追加

本物のスワロフスキーを使用した一際目を引くデザイン。

発売後大好評のMEEaudio「CRYSTAL」に新色 [Gold] [Pink ][Turquoise] が
追加されます。

主な特徴

・本物のスワロフスキークリスタルを使用したシックでスタイリッシュな

インイヤー・ヘッド　フォン。

・バランスの取れたパワフルなフルレンジサウンド。

・内蔵マイクとリモートコントローラーでハンズフリーを実現。

 ・豪華なギフトボックス仕様。

・ジュエリーポーチ＆イヤーチップ（6セット）付属。

各色

SPEC

Features

定価 : オープンプライス
市場想定売価：￥4,980( 税込み )
JAN No.:0736211 201966(SIL)
　　　   0736211 201768(GLD)
                0736211 201867(PIK)
                0736211 202062(TUR)

付属品ドライバ : 7mm マイクロ・ダイナミック

周波数特性 : 20 Hz to 20 kHz

インピーダンス :16Ωat 1k

感度 : 100+-5dB(1mW @ 1kHz)

最大入力 :20mw

コネクタ :3.5mmステレオプラグ

ケーブル長 : 120cm

本体重量 :11g

総重量 ( パッケージ含む )：130g

    CRYSTAL インイヤー・ヘッドフォン

    ベルベット・ジュエリーポーチ

    イヤーチップ（６種各１組）

    シャツクリップ

CR   STAL

CR   STAL(MJ11)

Silver Gold

PinkTurquoise



RED            W
HT            BLK

              B
LU          

  PRP            ULB.L       
  ERG 

    
   

   
YE

L 
   

   
   

  P
IK

   
   

   
   

  O

RG

ポップなカラーとたくさんのカラーラインナップ、高いコストパフォーマンスで

大好評のインドネシア製ソプラノウクレレMAHALO　MR1 に、木の温かみを感じる事の

できる TBR（ブラウン）が新たに仲間入り !

全 11 色展開であなたのお気に入りのカラーがきっと見つかるはずです！ 

MR1 共通スペック
ボディ＆ネック、
フィンガーボード：センゴン
ブリッジ：マホガニー
サドル：NuBone XB 
糸巻き：ギアペグ
スケール：346mm
サイズ：ソプラノ

TBR

MR1　各色　定価￥OPEN

JAN 8997032890872

NEW!!



2016 Spring NEW Arrival

Unique JAN 4515515 001276 

Black JAN 4515515 001269 

List price:¥13,500 (+ tax)

List price:¥8,000 (+ tax)

JAN 4515515 001306

VALENTINO

Beige

JAN 4515515 001313 Red

JAN 4515515 001320 Black

-BASSMAN Series-
Size: 幅 8cm×長さ 98 ～ 153cm
Material:
表 : 合皮  裏地：マイクロファイバー
エンドタブ：合皮、レザー
パッド：高密度ラテックス

-FUNKY Series-
Size: 幅 6cm×長さ 95 ～ 150cm
Material:
表 : 布　裏地：マイクロファイバー
エンドタブ：合皮、レザー
パッド：高密度ラテックス

B

合成皮革をマイクロファイバーに合わせて編み込み、
金色のスタッズで仕上げる事でハードで繊細なデザイ
ンを作り上げました。エンドタブは高品質の革と合成
皮革を重ね強度を高めました。裏地のマイクロファイ
バーは衣服の擦れを防ぎ快適性を保ちます。 80mmの
幅と 5mm厚の高密度ラテックスにより、重量のある
楽器の肩への負荷を軽減させます。 RAS 調整システム
により 98 ～ 153cm間を 23 段階で長さ調整可能。 

表素材に上品な雰囲気を持ったペイズリー柄の布を使

用。落ち着いた高級感を放ちます。裏地のマイクロファ

イバーは衣服の擦れを防ぎ快適性を保ちます。パッド

に 5mm厚の高密度ラテックスを使用、肩への負荷を

軽減させます。 RAS 調整システムにより 95 ～ 150cm

間を 23 段階で長さ調整が可能。 

JAN 4515515 001283 Black

List price:¥7,500 (+ tax)
LIMA

-FUNKY Series-
Size: 幅 6cm×長さ 95 ～ 150cm
Material:
表 : 布　  裏地：マイクロファイバー
エンドタブ：合皮、レザー
パッド：高密度ラテックス

表素材に個性的な柄の布を使用。独創的な柄を布で作

る事により柔らかい雰囲気を出しており、アコースティ

クギター等とも合わせやすいデザイン。裏地のマイク

ロファイバーは衣服の擦れを防ぎ快適性を保ちます。

パッドに 5mm厚の高密度ラテックスを使用、肩への

負荷を軽減させます。 RAS 調整システムにより 95 ～

150cm間を 23 段階で長さ調整が可能。 

B

JAN 4515515 001290 Brown

JAN 4515515 001306Beige

Red

Bla

CHEROKEE



-LEATHERCRAFT Series-
Size: 幅 6cm×長さ 95 ～ 150cm
Material:
表 : ハイクオリティレザー（ハンドペイント）
裏地 : マイクロファイバー　
エンドタブ：ハイクオリティレザー（ハンドペイント）
パッド：高密度ラテックス

Woody

2016 Spring NEW Arrival

List price:¥11,000 (+ tax)

List price:¥6,000 (+ tax)

JAN 4515515 001375 

JAN 4515515 001351 

Black JAN 4515515 001337 

Brown JAN 4515515 001368 

Beige JAN 4515515 001344 

SANDOKAN

Beige

-MOJO Series-
Size: 幅 6cm×長さ 95 ～ 150cm
Material:
表：布　
裏地 : マイクロファイバー
パッド : 高密度ラテックス　
エンドタブ：合皮

Material: レザー

職人の手塗りによって染められたハイクオリティなベ
ジタブルタンニンレザーを表素材だけでなく、エンド
タブにも使用。個性的な柄により上品でワイルドな質
感が魅力です。裏地のマイクロファイバーは衣服の擦
れを防ぎ快適性を保ちます。 パッドに 5mm 厚の高密
度ラテックスを使用、肩への負荷を軽減させます。 RAS 
調整システムにより 95 ～ 150 センチメートル間を 23 
段階で長さ調整が可能。 

 

古代の彫刻のようなデザインが力強さを表しています。 

採用された素材は全て耐久性をテストされた物を使用。 

裏地のマイクロファイバーは吸水性に優れており、滑

りにくいので、演奏時の快適性を高めています。 また、

5mm厚のラテックスをパッドに使用。クッション性

を高め、肩への負荷を軽減させます。 RAS 調整システ

ムにより 95 ～ 150 センチメートル間を 23 段階で長さ

調整が可能。 

List price:¥1,500 (+ tax)

END PIN JACK
STRAPLINK 
新たに開発したエンドピン用ストラップリンクです。

エンドピンジャックなどの大型のエンドピンにスト

ラップを通す際にお気に入りの一本を傷つける事なく

装着が可能です。また、付け外しも容易になる為、一

本のストラップを複数の楽器に使い回す際にも便利な

アイテムです。

GRANADA

クス　

JAN 4515515 001399  Brown

JAN 4515515 001382 Black



KALA が生み出した独特な魅惑の低音を生み出す「U-BASS」。その KALAより
U-BASS用のワウンド弦がリリースされます。ナイロンコアにシルバープレーテッ
ドカッパーワウンドというクラシックギター弦のような素材で作り上げる事で、箱
鳴り感はそのままに、はっきりとしたアタック、豊かな倍音感を持ったタイトな
音質を生み出します。お持ちのU-BASS の音質を変える事により、多くの楽曲
での相性を広げるでしょう。さらに指板上の可視性を向上させ、タッチフィール
が通常のベース弦に近くなった事で演奏性も向上。更に、ポリウレタン弦の悩み
であった伸びを大幅に軽減しています。フレッテッドアコースティックモデルだけ
でなく、アコースティックフレットレスでのスムースなプレイや、ソリッドモデル
でのハードなプレイでの演奏性も広げるでしょう。

 ⽤ストリングにワウンド
タイプが登場！

KA-BASS4 U-BASS

SPEC

セッティング

イメージ

JAN 0856154 005992

ナイロンコア

シルバープレートカッパーワウンド

ゲージ：050-065-095-110

束ねたナイロンがコアとなっています。

これによりしなやかで柔らかい弦を実現。

大きめのボールエンド+ワッシャーで

安定したチューニングを可能に。

美しいシルバーカラーで指板上の可視性も

格段にアップ！U-BASS もよりハードなルックスに！

定価￥6,000

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。



大好評の AC分岐ケーブルに新たに 2WAY 3WAYが加わります。

バッテリースナップケーブルが新たにラインナップ。

使用例

1/4” ステレオフォン⇔L/R 1/4” フォンの 2ch ケーブルが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新たにラインナップ

外部電源入力のないヴィンテージ

エフェクターを使用する際、

このスナップケーブルを使用する事で

AC電源等の外部からの電源供給を

可能にします。

よりコンパクトなボード作成に、大変便利なケーブルです。また、余分な長さを抑えることにより配線トラブル等の

リスクも避けられます。

1.5m 3m 5mの三種類をラインナップし、

様々な現場でフレキシブルに対応できます。

NEW

1/4” フォン [ オス .TIP ]

1/4” ステレオフォン [ オス ]

1/4” ステレオフォン [ オス ]

1/4” ステレオフォン [ オス ]

1/4” フォン [ オス . RING ]

1/4” ステレオフォン⇔L/R 1/4” フォン

1/4” ステレオフォン⇔L/R 1/4” フォン

1/4” ステレオフォン⇔L/R 1/4” フォン

1.5m

1/4” フォン [ オス .TIP ]

1/4” フォン [ オス . RING ]

3m

1/4” フォン [ オス .TIP ]

1/4” フォン [ オス . RING ]

5m

DC-2

DC-2
定価￥600
JAN 4515515 850584 JAN 4515515 850591

定価￥700

JAN 4515515 002730

JAN  4515515 002747

JAN   4515515 002754

JAN  4515515 002761

定価￥450

定価￥850

定価￥1,050

定価￥1,250

DC-3

BS450F

PSP-1.5 

PSP-3

PSP-5

NEW

NEWNEW

DC-3

定価￥450
BS450F

DC-5
１つのＡＣアダ
プターを５つの
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JAN 4515515 850607
定価￥900
DC-5

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。



NEW IRON MAN debut!!

JF-323　-Wooden Sound-

JF-327　-Raptor Flanger-

定価￥11,000
JF-318

JF-323

JF-327

JAN 6943206 703181

定価￥10,000
JAN 6943206 703235

定価￥10,000
JAN 6943206 703273

JF-318-Quattro- は、その名の通りCOPY / ANALOG / MODULATION /FILTERED の 4
モードを備えたディレイペダルです。COPYモードはまるで音を完全複製したかのよう
な忠実なディレイ音。ANALOGモードはクラシックな BBD素子をシミュレートしたサ
ウンド。適度に高域成分を減衰させたウォームなディレイが楽しめます。
MODULATIONモードではディレイにコーラスをプラスした、スペーシーなサウンド。
FILTEREDモードでは調整可能なMIDフリケンシーフィルターをかけたディレイサウン
ドを楽しめます。コンパクトボディで非常に多彩なサウンドを備えたディレイペダルで
す。

SPEC
インピーダンス：1MΩ
出力インピーダンス：100Ω
消費電流：35mA
電源：9VDC
コントロール：TIME/F.BACK/MIX
                             / MODE(COPY,ANA,MOD,FILT)
最大ディレイタイム：958.3ms
最小ディレイタイム :20ms
サイズ：73x43x50mm
重量：200g

JF-323-Wooden Sound- は自然なアコースティックシミュレーションを目指したエフェク
ターです。太く、音痩せ感のないサウンドが特徴で、「HIGH」「MID」「BASS」と
「VOLUME」のコントロールでお好みのサウンドを構成する事が可能。また、隠し味に
適度な空間エフェクトを加える事で、リアルなアコースティックサウンドを奏でることが
可能です。

JF-327-Raptor Flanger- は Raptor の愛称で知られる戦闘機 F-22のようなダイナミック
なジェットサウンドを演出するフランジャーです。クラシックBBD 素子を元にデザイン
された深く、リッチなサウンドは、より繊細なプレイニュアンスも再現します。
「SPEED」「WIDTH」「DELAY」のコントロールはもちろん、「REGEN(Regeneration）」
による、フィードバックのコントロールも可能。刺激的なサウンドのフランジャーです。

SPEC
インピーダンス：1MΩ
出力インピーダンス：50KΩ
消費電流：22mA
電源：9VDC
コントロール：HIGH/MID/VOLUME/BASS
サイズ：73x43x50mm
重量：220g

SPEC
インピーダンス：500KΩ
出力インピーダンス：10KΩ
消費電流：20mA
電源：9VDC
コントロール：REGEN/DELAY/WIDTH/SPEED
サイズ：73x43x50mm
重量：220g

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

定価
JF
JAN 6

J
定
JAN

J
定
JAN

JF-318　-Quattro-
4 モード・ディレイ

アコースティック・シミュレーター

ジェット・サウンド・フランジャー



大人気のマグネティックサウンドホールピックアップ

WSH12に待望の新色が登場！

WSH12-ZB-OSJ
定価￥5,600

NEW!!

NEW!!

NEW!!

NEW!!

JAN 4515515 214089 JAN 4515515 214096

定価￥5,600
WSH12-BB-OSJ

アウトサイドジャックによる手軽な取り付けと高いコストパフォーマンスで長年愛されてきたマグネ

ティックサウンドホールピックアップWSH12 シリーズに待望の新色が登場！個性豊かな木目が特徴の

ゼブラウッドのWSH12-ZB-OSJ と強い赤みと光沢感のあるブビンガのWSH12-BB-OSJ の二色を新たに

ラインナップし、従来品と合わせて計四色をラインナップ。本体のカラーに合わせて…あえて違う色を

選ぶことで個性を演出する…などなどより選択肢がひろがります。

スペック

パッシブ・ハムバッカーアルニコマグネティックピックアップ

サウンドホール取り付け有効径 :φ95~φ110mm

重量 :168 g

計四色よりお選びいただけるようになりました！！！

アウトサイドジャックなので、ボディに穴をあけず、

プラスドライバーだけで取り付け可能な簡単取り付け！

スペック

パッシブ・ハムバッカーアルニコマグネティックピックアップ

サウンドホール取り付け有効径 :φ95~φ110mm

重量 :168 g



apollo
SERIES 

eleaseele

FAV

Faith ギターより新たなシリーズ「apollo」がリリースされます。
設計者であるイギリスのルシアー Patrick James Eggle 曰く
「バレーコードやストロークの際に豊かな鳴りに焦点を当てて設計
しました。より多くの人に音楽を、作曲を楽しんでもらいたいとの思い
から、従来のモデルよりも Rの小さい指板を採用したシリーズです。」

時間と共に変化するサウンドが楽しめる
ソリッドスプルーストップ

定価￥52,000
JAN 5036678 016017

定価￥55,000
JAN 5036678 020328

FAVCA
定価￥ 60,000
JAN 5036678 020380

FAVMG
定価￥55,000
JAN 5036678 020281

シックなグロスブラックカラーに
アバロンのロゼッタが美しく主張する

ブラックモデル

美しいアマラの木目が目を引く、
落ち着いたサウンドの
ソリッドシダートップ

そのルックスの通り、
温かくウッディなサウンドの
ソリッドマホガニートップ

トップ：ソリッドスプルース
サイド＆バック：サペリ
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
ロゼッタ：アバロン
マシンヘッド：クロム
ナット＆サドル：NuBone( アイボリー） 
ナット幅：43mm
ピックアップシステム：
Faith CnR-3 ピエゾアンダーサドル
フィニッシュ：グロス
Faith apollo オリジナルギグバッグ付属

※1

※1

※2

※2　硬質なエボニー系木材の中では軽軟な木材
　　  インディアンローズウッドより明瞭な音質
　　  をもつ。

※1　ワシントン条約の附属書 II への登録により
           入手が困難となったマホガニーの代替と
　      して近年注目をあつめる材

※1　ワシントン条約の附属書 II への登録により
           入手が困難となったマホガニーの代替と
　      して近年注目をあつめる材

トップ：ソリッドシダー
サイド＆バック：エキゾチックアマラ
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
ロゼッタ：アバロン
マシンヘッド：クロム
ナット＆サドル：NuBone( アイボリー） 
ナット幅：43mm
ピックアップシステム：
Faith CnR-3 ピエゾアンダーサドル
フィニッシュ：グロス
Faith apollo オリジナルギグバッグ付属

トップ：ソリッドスプルース
サイド＆バック：サペリ
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
ロゼッタ：アバロン
マシンヘッド：クロム
ナット＆サドル：NuBone( アイボリー） 
ナット幅：43mm
ピックアップシステム：
Faith CnR-3 ピエゾアンダーサドル
フィニッシュ：グロスブラック
Faith apollo オリジナルギグバッグ付属

トップ：ソリッドマホガニー
サイド＆バック：マホガニー
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
ロゼッタ：アバロン
マシンヘッド：ブラック
ナット＆サドル：NuBone( ブラック） 
ナット幅：43mm
ピックアップシステム：
Faith CnR-3 ピエゾアンダーサドル
フィニッシュ：グロス
Faith apollo オリジナルギグバッグ付属

FAVBK

p

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。




