
新商品

新商品

　耳に取付けたままのテンポ設定や、ビート・リズム・音量の
セレクトが可能。ウォーキングなど一定のスピードを保つ
運動や音楽以外でも使えるスグレもの! !
▼KORG
▼テンポ＝30～352回/分／拍子範囲＝4分音符・2連符・
3連符・3連符中抜き・3連符後抜き・4連符・4連符中抜き・4
連符後抜き
▼横22×縦49×厚み22mm／重さ9g（リチウム電池含む）

「夏の特別キャンペーン」の商
品を10,000円以上お買い上
げの方に、「箏柱型根付け」を
プレゼント
▼高さ35×横27×幅11mm
／紐の色＝赤・紫 撥水軽量三ツ折ケース（津軽）

▼縦52×横36×厚さ17cm（外寸）／重さ1.85kg
▼色＝黒 ￥19,440

撥水軽量三ツ折ケース（地歌）
▼縦52×横35×厚さ16cm（外寸）／重さ1.57kg
▼色＝黒 ￥18,360

※津軽、地歌用ともにリュック式

リュック式撥水三味線ケース
中棹
▼縦103×天神幅25×胴幅27cm（内寸）／重さ1.1kg
太棹
▼縦104×天神幅28×胴幅30cm（内寸）／重さ1.3kg
▼色＝黒 ￥11,880

デニム風生地が登場!!!
デニム風生地でも撥水仕上げ
機内に持ち込めるコンパクトサイズ!
高密度発泡スチロール使用!!
宅急便などでの修理依頼も安心!!!

桐製三ツ折ケース（地歌）
（肩掛けショルダー式付き）
内材にムクの桐板を使用で、湿度調整にすぐれています。
内部布は通気性の高いビロードを使用。
▼縦28.5×横41×厚さ12cm（内寸）／重さ1.7kg
▼色＝黒、紺 ￥19,224

新商品をお買い上げの先着5名さまに
「イヤー・メトロノーム」

（￥3,780相当）

特別プレゼント

新商品

これは便利! 演奏会シーズンを迎える前に、ぜひ
とも手に入れたいアイディア商品が勢揃い。本誌
上では2ヶ月間だけの販売ですので、この機会を
お見逃しなく。

※ 今回はお買い上げ金額にかかわらず、

送料無料で発送いたします。
● 限定販売につき、ご注文をいただいた数のみ期間を区
切って仕入れをいたします。7月中旬までのご注文分は8
月初旬に、7月下旬までのご注文分は8月中旬に、8月の
ご注文は1ヶ月分まとめて9月中旬に発送予定です。商品
によっては遅れるものもありますので、あらかじめご了承
ください。

● 色や種類が複数ある商品もございます。ご注文の際お
忘れなくご指定ください。特に指定のない場合はこちらで
選ばせていただきます。

※ 価格はすべて税込みです。
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箏用品

マジックテープ式箏爪
　学校の授業や教室でのおけいこ用に
▼3個1セット＝S（5～12号）2個／M
（8～15号）1個
▼材質＝爪・舎利／輪・羊の皮 ￥3,560

マジックテープ式爪皮
　同サイズ3個1組
▼サイズ＝S（5～12号）、M（8～15号）、
L（12～20号） ￥1,944

つめ美人
　マニキュアタイプの容器に入ったコ
ラーゲンのゲルを、爪輪の内側に塗っ
て乾かし、いつものように指をなめて
爪をはめればOK。
▼内容量7.4g ￥1,440

立奏台13絃用
▼重さ＝2.4Kg
専用手提げカバー付き

￥12,000

撥水箏カバー
　生地の裏側をゴムのよう
なものでコーティングして
いるので安心 ! !
内部は厚みのあるスポン
ジで大切なお箏を守りま
す!
▼色＝黒／重さ＝1.8kg

￥9,720

桐見台（収納ケース付き）
▼縦22.5×31.5／高さ
＝手前14／奥20cm

￥5,650

箏初心者に嬉しいルックシート
LOOK SHEETS（ルックシート）
　箏を初めて弾く初心者も絃の位置に迷わない！
　透明シートに印刷されたピンクとブルーのラインを絃
に合わせ、箏本体に貼りつけるだけ。ラインも太めで、
奏者の見る角度に合わせてセットすることができ、絃と
印がズレる心配もない。
　シートの範囲内で各絃を弾くことで、基本的な音色を
出すことができるようになっている。透明なため客席側
からほとんど見えない。シール式で奏者が絃に慣れたら
簡単に剥がすことができる。
▼（有）ネオ企画 1ケース6枚入り／￥1,080

尺八用品

衝撃と雨に強い
尺八ケース（2本入れ用）
　撥水生地製のケースで、尺八袋2つと譜面台袋1つ
の小袋をケース内に収納、衝撃から守ります。取り外し
可能なショルダーベルトも付属。
▼本体＝横63.5×縦19×厚み8cm／重さ1.35kg
　尺八袋＝横61.5×縦5×厚み5cm
　譜面台袋＝横55×縦7.5×厚み5.5cm ￥10,800

尺八10本入ケース
　表生地は撥水性生地を使用。
▼リュック式／ショルダーベルト付き（着脱可）
▼縦71.5×横25.5×幅12cm（全て内寸）／重さ3.05kg

￥21,600

のべ袋
▼錦柄の落ち着いた色合
▼横82×縦10.5cm

￥3,240

尺八キャップ
写真左＝6号／写真左＝7号

どちらも￥1,500

露通し ￥1,500

露通し付き

露通し付き

金属製立奏台（13絃用）
　金属製の立奏台で、45
～58cm程度の高さ調節可
能。箏はネジでしっかり抑
えることができます。
▼ 折 り 畳 み 式／重 さ ＝
2.2kg ￥8,100

肩掛け式 箏カバー 13絃用
　表面は防水生地で、裏側もビ
ニールゴムでコーティング。立て
かけて置いた時に滑らないよう、
底にはゴム製の足が付いています。
▼色＝紺／グレー ￥9,700

17絃用／￥18,000

爪輪付き箏爪
　爪部分の特殊樹脂と爪輪の合皮をソフトに改善。
▼爪輪＝黒 各サイズ1個　計10個入り（1袋）￥3,800 

各サイズ5個入り（1袋）￥1,900
※各サイズ5個＝5番を5個でも、4～8番を各1個でも可能。



エレキ三味線マイク
　低価格ながらきれいに音を拾えるマイク。両面テー
プで貼りつけるだけなので、楽器を加工する必要が
なく、着脱も可能。アンプなどにつなげば、あなた
の三味線が簡単にエレキ三味線に早変わり!
▼マイク＝直径2cm／ジャックステー＝長さ6.8cm

￥2,960

三味線用品

長ケースカバー
　突然の雨はもちろん、ほこりよけやケースの保護に。
▼地歌用／ビニール製 ￥4,320

三味線スタンドA
　舞台などで三味線を立てて
置けるすぐれもの。軽いなが
らも安定感があり、楽器が触

れる部分はゴム素材で覆われている。本体上
部には転倒防止ガードが付いているのもあり
がたい。折り畳み式なので持ち運びにも便利。
▼折り畳み式／スチール製／重さ660g

￥2,800

津軽三味線ストラップ
　立って演奏する時に役立つ
ストラップ。市販のギタースト
ラップにつなぎ合わせ使用する。安定感
は抜群。裏面にはすべり止めのゴム付。
▼色：茶／牛革製
▼縦3.7×横19.5cm ￥1,580

三味線専用チューナー
　胴掛装着なので、糸巻き部
への装着と比べて三味線の
ルックスを損なわず、そのま
ま演奏に入ってゆける。また、
プレーヤーの目に近くチュー
ナー画面が見やすい。
▼オンキョー技術研究所
▼ ディス プ レ イ 部 ＝31×
25mm／重さ＝40g（電池含）

￥1,980

尺八譜面台（立奏用）
▼折り畳み式・ケース付／ス
チール製
▼最大幅84cm／高さ47～
107cm／重さ1Kg

￥3,780

尺八譜面台（座奏用）
▼折り畳み式・ケース付／ス
チール製
▼最大幅43cm／高さ35～
80cm／重さ700g

￥2,950

プラスチック尺八「悠」
　尺八演奏家お墨付きのプラスチック尺
八「悠」。完全調律で音程も正確、鳴りも最
高と評判。初心者はもちろん、学校公演で
使用する時などにも最適。見た目も尺八風
に出来ているので舞台演奏も可能な1本。
▼中継ぎ式（1尺8寸）
※尺八台は付きません。

￥11,880

ディスプレイ可能な尺八スタンド
　自慢の尺八をステージなどでお客様にしっかり見て
もらえる画期的な尺八スタンドです。
▼スチール製
▼重さ＝スタンド部分含めて700g／収納時サイズ56cm

￥21,600

斜めおきディスプレイ用の突起は取り
外し可能、角度も自在。

元祖しゃみせんBOX
　段ボール製の胴でやわらかい音に愛着が湧きます。
▼柄＝五種（プレーン／紺／小紋／梅／びわ）
▼棹＝ラジアタパイン集成材／胴＝段ボール／糸＝ポリエステル
▼長さ＝777mm／胴＝縦172×横140×幅95mm／重さ＝328g
小撥付き 各柄￥12,500

しゃみせんBOX（SHABO）
　木の暖かく優しい音色を楽しみたい方へ
▼棹＝カバ無垢材／胴＝桐／皮＝合成皮
▼長さ＝865mm／胴＝縦170×横170×幅60mm
／重さ＝522g　小撥付き ￥17,800

プレーン

紺 小紋

梅 びわ

SHABO Brown
　棹と胴を少しグレードアップ !!
▼色＝五色（チョコレート／アイボリー／ワインレッド／山吹／紺）

▼棹＝ウォールナット無垢材／胴＝ウォールナット製／皮＝合成皮

▼長さ＝865mm／胴＝縦170×横170×幅60mm／重さ＝622g
小撥付き 各色￥20,800

三味線のメンテナンスに
SPEED KING（つや出しスプレー）

￥850

つや布巾とセットなら ￥1,200

和紙袋 絞り
津軽用（縦40×横37cm）—￥700
地歌用（縦39×横32cm）—￥600

＋

本調子・二上がり等、
三味線独特のチューニングに是非!!! 

※しゃみせんBOXは、
発売元からの直送となります。



その他

アルミ製譜面台
　さらに軽量&コンパクト化に成功 !!
譜面置面（44cm）に補助バーを伸ばせば68cmに
大きな楽譜にも対応します。支柱パイプが抜けない
構造で、折り畳みが簡単。
▼高さ57～137cm（譜面台下部）／重量600g／収納
サイズ42cm（ショルダー型ケース付） ￥3,780

保持剤  雅（みやび）
　三絃・箏・尺八・太鼓などのデリケート
な楽器を湿気から守る保持剤。防臭効
果もあり。
▼21×21cm／55g×2枚入り
▼シリカゲル99％・塩化コバルト1％／
開封後4カ月有効 ￥1,080

和楽器防湿・防臭剤  楓音ぶくろ
　和楽器用として開発された、特殊な
湿気調節剤と防臭剤を配合した高級防
湿、防臭剤。
▼10×14cm／55g×2枚入り
▼シリカゲル・活性炭／開封後約6カ月
有効 ￥1,080

音楽レッスン用レコーダーの決定版!
RD-R20［6023］

▼JVCケンウッド
○最大出力5Ｗ！
大音量でも音割れ
しにくいスピーカー内蔵
○非常時にも安心、FMラジオ搭載。録音タイマーで
手軽に録音
○離れた場所からでも便利な録音・再生機能（カウント
ダウン録音・再生、ハンドクラップ再生）
○簡単操作の「重ね録音」
○アナログ音源を取り込める「外部入力＆マイク端子
装備」
▼付属品＝ACアダプター、USBケーブル
▼色＝黒／シルバー ￥38,800→特価￥30,651

XA-LM30「アンサンブル」［6022］

○簡単操作の「重ね録音」
○自分が演奏したい曲のパートを消
して練習ができる「パートキャンセル」
○アナログ音源を取り込める「外部入
力＆マイク端子装備」
▼JVCケンウッド

▼付属品＝単4電池（2本）、USBケーブル
▼シルバー ￥32,400→特価￥25,509

レッスンマスターXA-LM10
スタンダードモデルも大好評 !　
特価継続中
▼JVCケンウッド
▼ブラック／ホワイト
付属品＝単4電池（2本）、USBケーブ
ル ￥27,000→特価￥20,366

● 録音・再生はワンタッチ簡単操作、日本語表記の見やすいボタン ● マイクロSDカードに33時間分の録音が可能
●  CDを超える高音質で録音、すぐにスピーカーではっきり再生 ● チューナー・メトロノーム内蔵
● 音程を変えることなく再生スピードを変えられる
ご希望の方にはパンフレットをお送りします。
お気軽にお申し付けください。

スリムピッチ・チューナー
　手のひらサイズ。カラーLCDで見やすい!
楽譜が隠れない! ! !　マグネット内蔵で譜面
台の下部に取り付け可（※付属の金属板

でアルミ譜面
台にも対応）
ミニ・ジャック端子（3.5mm）専用コンタクトマイク付き!!
▼KORG

▼12平均律／測定範囲＝27.50Hz～4186 Hz／
ピッチ＝410～480Hz／移調範囲＝C、F、B♭、
E♭
▼横75×縦32×厚み15mm／重さ28g（電池含む）
付属品＝専用コンタクトマイク、金属板、CR2032
型リチウム電池 ￥4,104→特価￥3,700

チューナー&メトロノーム
TM-60
▼KORG
▼チューナー部＝12平均率／
測定範囲C1（32.70Hz）～C8
（4186.01Hz）／基準ピッチA4
＝410～480Hz（1Hz単位）
▼メトロノーム部＝テンポ＝30～252回/分／拍子
範囲0～9拍子・2連符・3連符・3連符中抜き・4連符・4
連符中抜き
▼横111×縦74×厚み18mm／重さ106g（単4電
池2本含む） ￥4,320→特価￥4,000

チューナー&メトロノーム
TM-50TR
　定番商品TM-50の進化版。
演奏音を細かく分析できる
トーントレイナー機能を搭載 !!
（音量・音高・音色の明るさを見
易いメーターで一目瞭然）
▼KORG
▼チューナー部＝12平均率／測定範囲C1（32.70Hz）
～C8（4186.01Hz）／基 準 ピッチ A4＝ 410～
480Hz（1Hz単位）
▼メトロノーム部＝テンポ＝30～352回/分／拍子
範囲0～9拍子・2連符・3連符・3連符中抜き・4連符・4
連符中抜き
▼横111×縦82×厚み18mm／重さ108g（単4電
池含む）
▼色＝黒 ￥6,480→特価￥6,000

根付け
　小さくてかわ
いい鈴が付いて
いるので財布や
鍵、バックなど
に取り付けても
よ い で しょう。
着物を着たとき
に帯に挟めば、おしゃれをさりげなく演出。センス
の良さをアピールできます。バチ型と三味線型は象
牙調と鼈甲調の2種類があります。ご注文の際お伝
えください。

箏柱型（象牙調）・バチ型（象牙調・べっ甲調）—￥518
三味線型（象牙調・べっ甲調）—￥700

セイコーの最新! !　和楽器用チューナー
SAT1250JP
　初心者からでも安心操作のSATシリーズ
（ピックアップマイク付き）
▼SEIKO

▼測定範囲＝A0～C8／基準ピッチA4＝415、
438～444Hz（1Hz刻み）
▼ 横126× 縦73× 厚 み19mm／重 さ
125g（単4電池含む） ￥10,500

表示価格はすべて税込みです。

掲載商品のお申し込みは、

TEL: 03-3360-1325 ● FAX: 03-5389-7690 ● E-mail: how@hogaku.com まで


