
貴社益々ご隆昌の段、お慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社はイヤープラグブランド「ALPINE( アルパイン）」の正規輸入代理店を開始する事となりました。

つきましては、下記に製品の紹介をご案内申し上げます。

お取引様各位

ALPINE HEARING PROTECTION The No.1 Earplugs
ALPINE HEARING PROTECTION は耳の保護における専門家であり、

ミュージシャンの耳の保護、安眠、または飛行機内での騒音レベルを下げる為の

画期的でユニークなイヤープラグの開発から生産まで総てをオランダで行うNo1 イヤープラグメーカーです。

-Unique Hearing Protection System for Musicians-

ALPINE HEARING PROTECTION 最上位モデル「MUSICSAFE-PRO」は、ライブハウスやコンサートなど大音量の会場でパフォーマンスをする

ミュージシャンの耳を守る為に開発されました。抑えたい音量に合わせた周波数特性の異なるフィルターを 3種類備え、

ALPINE イヤープラグの中で最も 豪華なエディションです。大音量環境に接するという事は聴覚の損傷を負う重大なリスクに直面しているという事です。

実は聴覚こそが最も重要なギアである “ミュージシャン”。もしも難聴になってしまった場合、あなたのパフォーマンスは劇的に落ちてしまうと思います。

適切に聴覚を保護する事は、とても重要な事です。

主な特徴

難聴や耳鳴りを防ぎます。

3種類のフィルタセット。

音質は維持されたまま音量を減衰。

便利な収納ボックス付き。

ストラップ付き。

仕様

イヤープラグ X 3

フィルター：WhiteX2 SilverX2 GoldX2

重量：65g

専用ストラップ付属

専用ケース付属

定価:OPEN
市場想定売価￥3,480(税込み）

Color Lineup:White/Black
JAN No.: 0871715 4020809 （WHITE）/ 0871715 4022919(BLK)

Music Safe Pro

詳細な情報は http://www.kikutani.co.jp/alpine/ よりご覧になれます

イヤープラプラララググメグメグメメメグ ーーカーカカカカーでーでーでーででででででーでーでー すす。すす。すすすす。すす。す。。すす。す。。



定価：￥OPEN
市場想定売価：￥1,980(税込み）

Color Lineup:Transparent/Black
JAN No.: 0871715 4023558 (TPR) 

/ 0871715 4023589(BLK)

-Unique Earplugs for Music-

ALPINE HEARING PROTECTION エントリーモデル「PARTYPLUG」は

ライブハウスやクラブ、バンド練習など、過度のボリュームに対して

耳を保護したい音楽愛好家の為に開発されました。楽しい夜の終わりには、

刺激性の耳鳴りが発生します。大音量の音楽は、

あなたの耳に過負荷を与え聴覚に永久的な損傷を与える危険があります。

PartyPlug は、あなたの耳をしっかりと保護します。

主な特徴

-25dB プロテクト

サウンドクオリティを損なわない、AlpineAcousticFilters™。

装着しながら会話も可能。

AlpineThermoShape™材による、パーフェクトなフィット感。

仕様

イヤープラグ X 2

フィルター：TransparentX2

重量：32g

専用ケース付属

PartyPlug

Plug&Go

-Noise cancelling earplugs | Disposable hearing protectors-

ラウドなサウンドは永久にあなたの聴覚を損傷する可能性があります。ALPINE HEARING PROTECTION は快適にフィットする低圧発泡イヤープラグ

“Plug&Go” を開発しました。Plug&Go は外耳道の形状に合わせてセルフ・アジャストが可能です。非常に柔らかい素材で作られている Plug&Go は

優れたノイズリダクション、ハイレベルな快適さを与え、コンサート、学習中、睡眠中、楽器の演奏時、集中して仕事に励みたい時に、簡単に装着し

御使用頂ける製品です。

定価:￥OPEN
市場想定売価￥980(税込み）

JAN No.: 0871715 4021097

主な特徴

パッケージには 5組のイヤープラグを同梱しています。

非常に衛生的な方法でイヤープラグを保護する専用ケースが付属します。

また、専用ケースはキーチェーンとして使用することができます。

仕様

5セット入り

重量：40g

専用ケース付属

Plug-It
LIST PRICE:￥OPEN
市場想定売価￥180(税込み） / 1Pair

JAN No.:N/A

-Noise cancelling earplugs | Disposable hearing protectors-

あまりにも大きな周囲の騒音は非常に不快であり聴覚を永久に損傷する可能性があります。

イヤープロテクトの専門家として、ALPINE HEARING PROTECTION は非常に柔らかく快適な

イヤープラグを開発しました。ラウンドトップの形状、低刺激性コーティングを施し、装着も簡単。

勉強中、睡眠中、職場、家庭でのDIY 中、外部のノイズを抑え集中することが可能です。

詳細な情報は http://www.kikutani.co.jp/alpine/ よりご覧になれます



政治家だけでなく軍人、作家、狩猟家、探検家、自然主義者としての名声「カウボーイ」的な
男性らしさでよく知られるアメリカ第 26 代大統領「“テディ” セオドア・ルーズベルト」を
パッケージにあしらいネオトートイズのもつ多彩で力強いサウンドを表現しています。

それってどうなの！ ?  SNARK PICKS ！ ?

作家 狩猟家 探検家 自然主義者としての名声「カウボ イ」的な作作家家 狩猟狩 家 探検探検家家 自然主義主義者としての名声「カウボ イ 的な

違いがわかるピックそれが SNARK PICKS です！
つまり、つまり、

・多彩で力強い音色のネオトートイズを使用
・高精度レーザーカットによる高い均一性

・エッジ研磨に 30 時間もの時間を掛け、
   なめらかな弾き心地と澄んだサウンドを実現

ジ研磨に 30 時間もの時間を掛けジジ研研磨磨に 30 時間もの時間を掛け

・滑り止めコーティング済。もちろん弦に
   触れる部分はアンコーティング！

それってどうなの！ ? SNARK PICKS！ ?そそそれれれっててどどどどうううううなななのの！！ ?? SSSNNAAARRRRKKKK PPPPPIIIIICCCCKKKKKSSSSS！！ ?

人気のチューナーメーカー
SNARK がピックを開発！？

違いが
つまり、つまり、、、

 

えっ！？えっ！？えっ！？
侮るなかれ！
侮るなかれ！
侮るなかれ！

20 世紀の文化と思想、文学・芸術に大きな影響を与えた人物で哲学の大発見である「無意識」を
定義したジークムント・フロイトをパッケージにあしらい、従来の素材でも製法を変えることで
サウンドが変わることが哲学ともいえるピック選びの大発見であることを表現しています。

それってどうなの！ ?  SNARK PICKS ！ ?

違いがわかるピックそれが SNARK PICKS です！違いがわかるピックそれが SNARK PICKS です！違いがわかるピックそれが SNARK PICKS です！
つまり、つまり、

・一般的に広く使用されるセルロイドを使用
・高精度レーザーカットによる高い均一性

、、

・エッジ研磨に 30 時間もの時間を掛け、
   なめらかな弾き心地と澄んだサウンドを実現

ジ研磨に 30 時間もの時間を掛けジジ研研磨磨に 30 時間もの時間を掛け

・滑り止めコーティング済。もちろん弦に
   触れる部分はアンコーティング！

それってどうなの！ ? SNARK PICKS！ ?そそそれれれっててどどどどうううううななななのの！！ ?? SSSNNAAARRRRKKKK PPPPIIIIICCCCKKKKKSSSSS！！ ??

人気のチューナーメーカー
SNARK がピックを開発！？えっ！？えっ！？

まり

  

つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ

侮るなかれ！
侮るなかれ！
侮るなかれ！



GUILDS NEW BREEZE’

D-240E

D-240E,M-240E,OM-240E,OM-240CE
共通スペック

OM-240CEOM-240E F-2512E

M-240E

-archbackS arrival!- 

トップ：ソリッドシトカスプルース
サイド＆バック：マホガニー
ブレイシング：スキャロップドＸ
フィンガーボード：ローズウッド
フィニッシュ：マット
ナット幅：43mm
ピックアップシステム：AP-1(GUILDオリジナル）
マシンヘッド：オープンギア
GUILD　デラックスギグバック付属

トップ：ソリッドシトカスプルース /サイド＆バック：メイプル
ブレイシング：スキャロップドＸ/フィンガーボード：ローズウッド
フィニッシュ：マット
ナット幅：48mm
ピックアップシステム：AP-1(GUILDオリジナル）
マシンヘッド：クローズドギア

定価￥65,000
JAN 0809870 302722 

定価￥65,000
JAN 0809870 302685

大好評のWESTERLY COLLECTION に新たな製品が加わります。アメリカンブランドの再興を
目指すGUILDが 120、140、150に続き、アコースティックギター市場に吹き込む新たな風
「ARCHBACKS」。サイドバックにプライウッドを採用し、GUILDが得意とする強いアーチバッ
クを実現。これにより、GUILDらしい力強い鳴りと豊かな響きを可能にしました。また、マッ
ト仕上げでより手に馴染みやすい仕上げとなっております。すべてのモデルにGUILDオリジ
ナルピックアップシステムAP-1を搭載し、様々なジャンルでの使用を想定。より多くの世代
にGUILDを体感してもらうべくリリースされたモデルです。

数多くのギタリストが憧れたGUILDドレッ
ドノート。そのパワフルで奥行きのある音
質を継承するモデル。

定価￥65,000
JAN 0809870 302708

定価￥80,000
JAN  0809870 302746定価￥72,000

JAN 0809870 302715 
レスポンスが良く、フィンガースタイルに
も最適なオーケストラモデル。その甘くバ
ランスの取れたサウンドを継承するモデル。

絶大な支持を受けるGUILDの 12弦。その
哲学を継承するモデル。レスポンスが良く、フィンガースタイルに

も最適なオーケストラモデル。ハイフレッ
トの演奏性向上の為にカッタウェイを採用。
 

コンパクトなサイズで歯切れの良いサウンド
を持つコンサートモデル。GUILDならではの
パワフルなサウンドを継承しています。

美しいアーチを掛けたバック、マシンヘッドはオープンギア

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。





ご好評いただいております木製譜面台に新たなデザインが加わりました。優雅な曲線を描いた脚部、
ウォルナットカラーとゴールドパーツのコントラストが目を惹く美しいデザインです。
また、従来品よりも軽量で転換などもよりスムーズに可能。また、下部にアールの緩やかな小さな台を
設定し、ペンやカードタイプのチューナーなどを置くことも可能です。
座奏での演奏を想定し、従来品より低めの設計ですので、クラシックギターなどの座奏での演奏や、
ソリストの立奏用としても便利にご利用いただけます。
さらに、譜面台としてはもちろん、お店の看板やポップ、店先のメニュー置きなど展示用機材としても
大活躍の製品です。

アールの緩やかな小さな台を設定。ペンや
カードタイプのチューナーなどを置き便利に
ご使用いただけます。

木部の質感と
ゴールドパーツの
美しいコントラスト。

優雅な曲線を描いた
美しい脚部

優雅な曲線デザインの木製譜面台が登場！

FS-JA JAN4515515 001016定価￥19,000

520mm

330mm

435mm

505mm

460mm

770 ～
670mm

170mm

53mm




