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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
スケール :648mm
指板 R:R320
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
スケール :648mm
指板 R:R320
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
スケール :648mm
指板 R:R320
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
スケール :648mm
指板 R:R320
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

h apollooooooooooooooo オリジナオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオ ルギグバ

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。





MEE AUDIO はオーディオ愛好家に最高の状態で音楽を楽しんで頂く為の
ギアを提供します。私達は音楽からインスパイアされた情熱を革新的な高
性能オーディオギアに乗せて世界中にお届けします。2005 年以来、優れ
たオーディオ品質＆デザインで、世界中のリスナーとオーディオマニアか
ら高い評価を獲得しています。 スポーツ用、ワイヤレス、及びHi-Fi ヘッド
フォン&イヤフォンをラインナップし、すべての製品でユーザーに最高の
経験、性能、及び価値を提供します。 私たちMEE AUDIO は総てのユーザー
に音楽の楽しみをお届けします。 

・オンステージでもリスニングでも。　完璧なユニバーサル・フィット・インイヤー・モニター。

・スタジオチューニングされたクリアなサウンドと深みのある低域。

・高耐久性を誇るデタッチャブル・ケーブル。

・快適な装着感のオーバー・ザ・イヤーフィット。

・高遮音性インイヤーデザイン。

・マイクロフォン＆リモートコントロール付きケーブル同梱。

・Comply™ フォームイヤーチップ、 計 6組のシリコンイヤーチップ、キャリングケース付属。

ドライバ : 10mm ムービングコイル ( 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 : 98 dB (1mW at 1KHZ)
最大入力 :30mW
コネクタ :3.5mm金メッキステレオＬプラグ
ケーブル長 : 130cm
耐水性能 : IPX5
本体重量 :31g

総重量 ( パッケージ含む )：164g
付属品：

JAN No.:0616312625406(CL) /0616312625420(BLK)

Color Lineup:BLACK / CLEAR

定価:オープンプライス
市場想定売価:￥5,980(税込み)

Features 

Spec

-主な特徴-

-スペック-

ドライバタイプ : デュアル・ダイナミック・ドライバ
周波数特性 :10Hz - 20 kHz
インピーダンス :16Ωat 1k
感度 : 101dB(1mW @ 1kHz)
最大入力 :25mW
コネクタ :3.5mm 4pin TRRS 金メッキステレオＬプラグ
ケーブル長 : 135cm
本体重量 :16g

総重量 ( パッケージ含む )：124g
遮音値 /NRR:27dB
付属品：

Spec -スペック-

JAN No.:0736211 199362(BLK)

Color Lineup:BLACK

定価:オープンプライス
市場想定売価:￥5,980(税込み）

Features -主な特徴-
・独立したツイーター＆ウーファー付きデュアルドライバ。

・マイクロフォン＆リモートコントロール付き。

・インイヤーデザインは快適なノイズアイソレーションを提供します。

・プレミアムキャリングケースとイヤーチップ (6 セット ) 付属。

M6 PRO インイヤー・モニター /キャリングケース 
ケーブル（ステレオケーブル x1, ヘッドセットケーブル x1）
Comply™ メモリーフォームイヤーチップ
シリコンイヤーチップ (6 ペア )
シャツクリップ x2
 ¼" ステレオアダプタ x1

  M-Duo デュアルダイナミックドライバ・インイヤー・イヤホン
 イヤーチップ (６セット )
 キャリングケース
    シャツクリップ



・不意の抜け落ちを防ぐ、[ メモリワイヤ技術 ] と [ オーバー・ザ・イヤーデザイン ]。
・長時間使用でも不快感の無い [ 人間工学に基づいたデザイン ]。
・ディープな低音とエネルギッシュなサウンド。
・インイヤーデザインによる高い遮音性。
・IPX5 防水で汗や雨などを気にせず使用可能。
・6種類のイヤーチップと専用キャリングケース付属。

ドライバ : 9mmネオジウム：マグネティック・
ウルトラ・ハイパフォーマンス・ドライバ
周波数特性 : 20 Hz to 20 kHz
インピーダンス :16Ωat 1k
感度 : 98 dB (1mW at 1KHZ)
最大入力 :30mW
コネクタ :3.5mm金メッキステレオＬプラグ
ケーブル長 : 130cm
耐水性能 : IPX5
本体重量 :17g

総重量 ( パッケージ含む )：80g
付属品：

JAN No.: 0736211 200068(CL)/ 0736211 199966(BLK)
                 0736211 199669(WHT)

Color Lineup:CLEAR/BLACK / WHITE

定価:オープンプライス
市場想定売価:￥2,480(税込み)

Features 

Spec

-主な特徴-

-スペック-

M6

・ランナーやトレーニング時に最適なスポーツ・インイヤー・ヘッドフォン。
 ・外れ難い、柔軟なオーバー・ザ・イヤーフィット・デザイン。
・特許取得のピボット・ノズル＆人間工学に基づいたデザインで快適な装着感を提供します。
・クリアな高音と強化された低音。よりダイナミックなサウンド。
・Liquipel Watersafe™ナノコーティング超撥水加工技術を採用。
・取り外し可能なデタッチャブル・ケーブル。
・リモート、ユニバーサルボリュームコントロール及びヘッドセット用の内臓マイク搭載。
・キャリングケース、シャツクリップ、およびイヤーチップ（4セット）同梱。

ドライバ : 9mmネオジウム：マグネティック・
ウルトラ・ハイパフォーマンス・ドライバ
周波数特性 : 20 Hz to 20 kHz
インピーダンス :16Ωat 1k
感度 : 98 dB (1mW at 1KHZ)
最大入力 :25mW
コネクタ :3.5mm金メッキステレオＬプラグ
ケーブル長 : 130cm
耐水性能 : IPX5
本体重量 :17g

総重量 ( パッケージ含む )：80g
付属品：

JAN No.:0616312 625512
Color Lineup:BLACK 

定価:オープンプライス
市場想定売価:￥4,980（税込み）

Features 

Spec

-主な特徴-

-スペック-

M7PSPORT-FI

・不意の抜け落ちを防ぐ、[ メモリワイヤ技術 ] と [ オーバー・ザ・イヤーデザイン ]。
・長時間使用でも不快感の無い [ 人間工学に基づいたデザイン ]。
・ディープな低音とエネルギッシュなサウンド。
・インラインマイク、リモート＆ボリュームコントロールを標準装備。
・インイヤーデザインによる高い遮音性。
・IPX5 防水で汗や雨などを気にせず使用可能。
・6種類のイヤーチップと専用キャリングケース付属。

ドライバ : 9mmネオジウム：マグネティック・ウル
トラ・ハイパフォーマンス・ドライバ
周波数特性 : 20 Hz to 20 kHz
インピーダンス :16Ωat 1k
感度 : 98 dB (1mW at 1KHZ)
最大入力 :30mW
コネクタ :3.5mm金メッキステレオＬプラグ
ケーブル長 : 130cm
耐水性能 : IPX5
本体重量 :17g

総重量 ( パッケージ含む )：80g
付属品：

JAN No.:0736211 201164(WHT)/0689076 682787(BLK)
                0705105 934747(CL)

Color Lineup:CLEAR/BLACK / WHITE

定価:オープンプライス
市場想定売価:￥2,980（税込み）

Features 

Spec

-主な特徴-

-スペック-

M6PSPORT-FI

SPORT-FI

 Sport-Fi M6 インイヤーイヤフォン
カラーマッチドキャリングケース
イヤーチップ（６種各１組）
シャツクリップ

Sport-Fi M6 インイヤーイヤフォン
カラーマッチドキャリングケース
イヤーチップ（６種各１組）
シャツクリップ

 Sport-Fi M6 インイヤーイヤフォン
カラーマッチドキャリングケース
イヤーチップ（６種各１組）
シャツクリップ



・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。

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

付属品：    
  

JAN No.:0736211 201966
Color Lineup:SILVER

定価:オープンプライス
市場想定売価:￥4,980（税込み）

Features 

Spec

-主な特徴-

-スペック-

CR   STAL(MJ11)

・軽量設計。快適なフィット感のインイヤー・ヘッドフォン。
・10mmダイナミックドライバでパワフルな低音とクリアなサウンドを実現。
・人間工学に基づいたデザイン。
・インラインマイク、リモート＆ボリュームコントロールを標準装備。
・３サイズのイヤーチップ付属。

ドライバ :10mm 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 : 98+-3dB(1mW @ 1kHz)
最大入力 :25mw
コネクタ :3.5mm金メッキステレオ Lプラグ
ケーブル長 : 120cm
本体重量 :13g
総重量 ( パッケージ含む )：30g

付属品： 

JAN:.0616312 615636(BLK)
Color Lineup:BLACK

定価:オープンプライス
市場想定売価:￥1,280（税込み）

Features 

Spec

-主な特徴-

-スペック-

RX18P

・軽量設計。快適なフィット感のインイヤー・ヘッドフォン。
・10mmダイナミックドライバでパワフルな低音とクリアなサウンドを実現。
・人間工学に基づいたデザイン。
・３サイズのイヤーチップ付属。

ドライバ :10mm 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 : 98+-3dB(1mW @ 1kHz)
最大入力 :25mw
コネクタ :3.5mm金メッキステレオ Lプラグ
ケーブル長 : 120cm
本体重量 :13g
総重量 ( パッケージ含む )：30g

付属品： 

JAN:.0616312615940(BLK)/0616312615957(WHT)
Color Lineup:BLACK/WHITE

定価:オープンプライス
市場想定売価:￥1,080（税込み）

Features 

Spec

-主な特徴-

-スペック-

RX18

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

RX18 Comfort-Fit インイヤー・ヘッドフォン
シリコン・イヤーチップ (３ペア )

RX18 Comfort-Fit インイヤー・ヘッドフォン
シリコン・イヤーチップ (３ペア )



Accurate Core Technology©（ACT©）とは… 

品番

VTA-10

VTA-11

VTA-12

ゲージ JAN 定価

￥1,800

￥1,800

￥1,800

10-14-22-30-38-48 0600781 006460

0600781 006446

0600781 006453

11-15-22-30-40-50

12-16-24-32-42-54

VERITAS Release!!!!!
極限まで磨き上げられた全く新しい弦

多数の海外アーティストから絶賛の声！
"I can play 4 or more concerts with one set of VERITAS.  I used to play one concert with other strings,"

-Happy Traum-

-Stefan Grossman-「今までの弦だと 1ステージごとに交換していたけど、VERITAS ならなんと 4ステージ以上もつんだ」

"Amazed these strings last so long and are not coated,"
「本当に驚いたよ。この寿命の長さとアンコーテッドという事実にね。」

本年開催のNAMM SHOW  2016 にて発表になったDR Strings による待望の

完全新シリーズのアコースティック弦 VERITAS をリリース致します。

VERITAS は DR 独自の技術 Accurate Core Technology© (ACT©) でコア材を

極限まで研磨し、独自配合のフォスファーブロンズをハンドワウンドした今

までにない新しいアコースティック弦です。コア表面を均一にすることでよ

りタイトにワウンドすることが可能になり、汚れや汗の侵入を阻止。また、

より自然な振動を実現。これによりアンコーティングながら長寿命で、タッ

チレスポンスがよく、ダイナミックなサウンドから、繊細なプレイニュアン

スまで表現でき、分離のよいサウンドを実現

また、変速チューニングでも驚くほどピッチが安定する弦に仕上がりました。

DRが独自に開発した技術で、ワウンド前のコア材を極限まで研磨し、表

面の不均一性を取り除き、より正確な状態のコアにすることで、より自然

な振動を促すと共に、DRの高いハンドワウンド技術によって、よりタイ

トにコアに対してワウンド材を巻きつけることが可能になりました。これ

により、弦のゲージはそのままに、弦の密度（重量）を上げることが可能

となり、通常のチューニングはもちろん、ドロップダウン等の変速チュー

ニングの際の高い安定性を実現しました。この度、特許申請が完了したた

め、公表となった技術ですが、既にラインナップ済のDDT シリーズにも

同じ技術が採用されています。

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

処理前

処理後



120mm

260mm

280mm~
              350mm

120mm~140mm

220mm~295mm

本体重量：420g

耐荷重：10kg

GS-100/BLK 定価￥2,500
定価￥2,500

定価￥2,500

定価￥2,500

SILJAN 4515515 848000

GC-10/BLK

定価各￥900

JAN 4515515 848048
GC-10/SIL
JAN 4515515 848550

GC-10/BRO
JAN 4515515 848086

GC-10/RED
JAN 4515515 848062

GC-10/BLU

US-01
定価￥1,600

JAN 4515515 848079

JAN 4515515 848093

エレキギター、ヴァイオリン、ベース、
アコースティックギター等幅広くご使用いた
だけます。

高さ、脚部後方、フロントパッドは調整可能。
お好みの設定でご利用いただけます。

フロントパッド

脚部後方

JAN 4515515 848017

JAN 4515515 848031

JAN 4515515 848024

BLU

RED

コンパクトに折りたたみ可能な軽量
　　　　　　　　　　　　アルミギタースタンドが登場

美しいカラーと高い利便性を備えた
　　　　　　　　　カポをリリース！

木製ウクレレスタンドを
　　　　　　　　　　発売！

数々のスタンドを創りだしてきたキクタニミュージックが新たに
リリースするスタンドはコンパクトに折りたたみが可能なギター
スタンド。折りたたみ時は全長 260mm、高さ 120mm、幅 65mm
と非常にコンパクト。材質にアルミと ABS を採用し本体重量 420g
と軽量化を実現しました。さらに、低重心設計ですので安定性も
抜群です。また、高さは 280mm～ 350mmを 6段階で調整可能、
脚部後方は 220mm～ 295mmを 6段階調整可能、フロントパッ
ド（脚部前面上部）は 120 ～ 140mmをシームレスに調整可能で、
ギターだけでなく幅広い用途でのご使用が可能です。
さらに、持ち運びに便利なキャリングバックを付属。
また、シースルーカラーを施したブルー、レッド、金属の質感を
活かしたシルバー、シックなブラックと高級感あふれるカラーラ
インナップを設定。よりスタイリッシュに、よりコンパクトで便
利にご利用いただける製品に仕上がりました。

新たにアルミ製のワンタッチカポを発売！お
手軽価格ながら、高級感のある金属の質感を
活かした美しいカラーとアルミ特有の軽さ、
グリップ式なのでワンタッチでスライドさせ
ることのできる機能性が特徴です。

折りたたみ時は全長 260mm、最大高さ 120mm
幅 65mmと非常にコンパクトに折りたためます。

高級感のある質感とカラー

便利なワンタッチタイプ

携帯に便利な分解式のウクレレスタンドを発売します。
木のぬくもりを感じる優しい仕上がりで、ソプラノ、
パイナップル、コンサート、テナーサイズのウクレレに
ご使用いただけます。また、ヴァイオリンにもご使用頂け
ます。

2つのパーツを組み合わせるだけの
簡単組み立て！さらに携帯に便利な
キャリングバックが付属致します。

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。



トップ：スプルース
サイド＆バック：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
サドル：NUBONE XB
フィニッシュ：グロス
キャリングバッグ付属

SPEC

マシンヘッドはダイキャスト 美しいパフリングと

　　　　　　バインディング

少し贅沢な仕様のアコースティックギターが登場。

コストパフォーマンスに優れた製品を次々とリリースしてきた SXより、少しリッチな仕様のアコースティック
ギターが登場！トップ材にスプルース、サイド &バック材にマホガニーというスタンダードな組み合わせを採用。
美しいパフリング、バインディングを施したモデルです。

MD-180/NA
定価￥18,000
JAN 6922254 191805

定価￥18,000
JAN 6922254 191812 

MD-180/VS

※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。




