
ケースカバー Galax 複数 ― ¥2,450

クリーニングロッド・スワブ アトリエトマアズ 1 ― ¥2,900

頭部管 サンキョウ 1 ― ¥71,500

ケースカバー YAMAHA 2 ― ¥1,650

ケース 商品No.51065 1 ― ¥1,650

ケース 商品No.51094 1 ― ¥9,900

ケース 商品 No.51091 1 ― ¥9,900

頭部管 商品No.51075 1 ― ¥198,000

マウスピース Vandoren BD5 1 ¥14,525 ¥11,550

マウスピース Vandoren B40 数本 ¥12,980 ¥9,900

マウスピース Vandoren B4088 1 ¥12,980 ¥9,900

マウスピース Vandoren M30 1 ¥12,980 ¥9,900

マウスピース BuffetCrampon 数本 ¥6,820 ¥3,300

リガチャー/キャップ RICO 1 ¥12,650 ¥7,500

リガチャー DUO 1 ¥19,800 ¥13,860

リガチャー Buzzボナード 1 ¥19,800 ¥15,840

ダブルケース 商品No.51008 Buffet Crampon 1 ― ¥44,000

ケース 商品No.51036 Buffet Crampon 1 ― ¥9,900

ケース 商品No.51074 YAMAHA 1 ― ¥2,200

リガチャー/キャップ 商品No.51080 YAMAHA 1 ― ¥1,430

リガチャー 商品No.51089 Vandoren 1 ― ¥1,650

ケース 商品No.51070 Buffet Crampon 1 ― ¥2,530

リガチャー Vandoren 1 ¥12,870 ¥6,270

リガチャー Vandoren 数個 ¥12,870 ¥6,270

リガチャー Vandoren 1 ¥6,710 ¥3,410

リガチャー Vandoren 1 ¥9,900 ¥7,260

リガチャー・キャップ 商品No50959 YAMAHA 1 ― ¥1,980

リガチャー 商品No.50962 BG 1 ― ¥6,600

ソフトケース カバー

M/O SP

ケースカバー

GP・逆締め

B♭クラリネット ハードケース

アウトレット

マスターリガチャー L702 NP・逆締め

オプティマムリガチャーSP・正じめ

マスターリガチャーLC702 GP・逆締め

中古

リガチャー、キャップ

L81 GP(キャップ付)

B♭/E♭ダブルケースハードケース・ケースカバーセット

逆締め・PGP R

中古

Bbクラリネットハードケース

アウトレット・中古アクセサリー

2021/10/5

アウトレット

中古

パトリックメッシーナ監修モデル PGP・逆締め

アウトレット

フルートケースカバー　グリーン

Ｍ'sフルートケースカバー

頭部管 サンキョウ Ag925 ST-2

C.Cシャイニーケース パープル

C.Cシャイニーケース ホワイト

フルートクリーニングロッド・スワブセット

頭部管FAULISI（フォリジ）総銀製オーバルタイプ

マスターリガチャーL12D GP・逆締め

Bbクラリネット リガチャー＆キャップ

B♭Clarinet

Flute

E♭Clarineｔ



アウトレット

ボーカル Moosmann A2G（Low ピッチ） 1 ― ¥73,150

スワブ YAMAHA プロフェッショナル  4 ― ¥300

中古

ボーカル 商品No.50969 1 ― ¥66,000

ボーカル 商品No.51062 ヘッケル ― ¥88,000

 

マウスピース Selmer S80C☆ 1 ¥15,950 ¥12,100

ストラップ Dr.ストラップ 複数 ― ¥1,000

ケース 商品No.50754 C.C.シャイニーケース レッド 1 ¥5,500

リガチャー 商品 No.51097 Wood Stone GP 1 ¥7,700

ストラップ Dr.ストラップ 複数 ― ¥1,000

ケース C.Cシャイニーケース 1 ― ¥18,900

ケース C.Cシャイニーケース 1 ― ¥20,000

マウスピース 商品No.11917 YAMAHA 4C 1 ― ¥1,980

マウスピース 商品No.11922 SELMER S90 180 1 ― ¥8,250

マウスピース Selmer S90 180 1 ¥23,100 ¥18,150

マウスピース Selmer S90 190 1 ¥23,100 ¥12,650

マウスピース Selmer S80 C☆☆ 1 ¥22,000 ¥11,000

マウスピース Selmer S80 C☆ 1 ¥22,000 ¥18,150

ストラップ Dr.ストラップ 複数 ― ¥1,000

マウスピース 商品No.11916 YAMAHA 4C 1 ― ¥2,420

パステルイエロー（エアロ・旧タイプ・一部塗装剥がれ有)

アメジスト(エアロ・旧カラー・旧タイプ)

グリップ式・ベルト固定式(Lサイズ)

中古

アウトレット

ボーカル CC

中古

グリップ式・ベルト固定式(Lサイズ)

Fgボーカル　S.Leitzinger（ライツィンガー）Nタイプ　ML 1

中古

アウトレット

グリップ式・ベルト固定式(Lサイズ)

アウトレット

Soprano Saxophone

Alto Saxophone

Tenor Saxophone

Fagotto



アウトレット

マウスピース Schilke 11 1 ¥12,100 ¥9,680

マウスピース Bach 6C DCT加工 1 ― ¥10,230

マウスピース Bach 6C 1 ― ¥4,950

マウスピース Karl Breslmair MoD.M.Schmidt 全体金メッキ仕上 1 Open ¥20,900

マウスピース Karl Breslmair MoD.M.Schmidt 1 ¥20,900 ¥17,600

マウスピース BENGE 6B 1 ― ¥2,200

マウスピース YAMAHA 14C4 1 ¥5,280 ¥4,000

マウスピース YAMAHA 17B4 1 ¥5,280 ¥4,000

マウスピース YAMAHA 16C4 1 ¥5,280 ¥4,000

マウスピース YAMAHA 14B4GP 1 ¥13,200 ¥9,900

中古

ケース 商品No.50929 PROTEC 1 ¥5,500

ケース 商品No.51055 PROTEC 1 ¥10,780

マウスピース 商品No.11898 STORK 1 ¥5,500

マウスピース 商品No.11900 WARBURTON 1 ¥17,600

マウスピース 商品No.11921 HAMMOND DESIGN 1 ¥8,800

マウスピース 商品No.11888 Bach 1 ¥6,600

マウスピース 商品No.11122 Bach Corp 1 ¥8,250

マウスピース 商品No.11889 Schiike 1 ¥8,800

マウスピース 商品No.11925 LEGENDS BRASS 1 ¥8,250

マウスピース 商品No.11926 LEGENDS BRASS 1 ¥8,250

マウスピース 商品No.11927 LEGENDS BRASS 1 ¥8,250

マウスピース 商品No.11928 LEGENDS BRASS 1 ¥8,250

マウスピース 商品No.11929 LEGENDS BRASS 1 ¥8,250

マウスピース 商品No.11930 LEGENDS BRASS 1 ¥8,250

マウスピース 商品No.11931 LEGENDS BRASS 1 ¥8,250

マウスピース 商品No.11932 LEGENDS BRASS 1 ¥8,250

マウスピース 商品No.11933 LEGENDS BRASS 1 ¥8,250

マウスピース 商品No.11934 LEGENDS BRASS 1 ¥8,250

マウスピース 商品No.11935 LEGENDS BRASS 1 ¥8,250

マウスピース 商品No.11936 LEGENDS BRASS 1 ¥8,250

マウスピース 商品No.11937 LEGENDS BRASS 1 ¥8,250

マウスピース 商品No.11940 LEGENDS BRASS 1 ¥8,250

マウスピース 商品No.11941 Giddings&Webster 1 ¥7,150

マウスピース 商品No.11943 Schiike 1 ¥6,050

マウスピース 商品No.11945 V.BACH 1 ¥7,700

マウスピース 商品No.11946 YAMAHA 1 ¥2,970

マウスピース 商品No.11947 YAMAHA 1 ¥2,970

ケース 商品 No.51098 GARD BAGS 1 ¥12,100

マウスピース 商品 No.11960 V.BACH 1 ¥3,850

中古

ケース 商品No.51048 YAMAHA 1 ― ¥5,500

アウトレット

マウスピース Alexander MY9 1 ¥9,900 ¥8,470

マウスピース Tilz MW3　アメリカンシャンク 1 ¥12,100 ¥8,250

マウスピース Tilz MW2 アメリカンシャンク 1 ¥8,800

シングル・レザーケース・ワインレッド

トランペット セミハードダブルケース IP301DWL(キャスター付き)

4D-8☆

B2L

フリューゲルケース　PB314

5C

ハードケース(茶色)

Super flugel Bachシャンク

5ML

シンフォニック 1C26-24

2HC

シンフォニー M1D シャンパンゴールド

B2L　ヘビーウェイト

B2L HW ヘビーウェイト

David Hickman TBR(トラディショナル バック リム)

14B4

10 1/2C

GIT R DUN

De Armond

L-B2L Lite

JM

Perrico

15A4L HW ヘビーウェイト

15A4L

14A4L HW ヘビーウェイト

BL-HW ヘビーウェイト

15B

シンフォニック 1HC 24/24

16C4

B2Ｌ BD ビックダディ

Trumpet

Horn

Cornet



中古

マウスピース 商品No.11913 MOMO SPECIAL M.M.M. ☆50 1 ¥19,800

マウスピース 商品No.11961 YAMAHA 30D 1 ¥1,100

マウスピース 商品No.11962 YAMAHA 30D 1 ¥1,100

マウスピース 商品 No.11958 Alexander 8F 1 ¥1,650

マウスピース 商品No.11959 Alexander 8 1 ¥1,980

アウトレット

マウスピース YAMAHA 48L 数本 ¥7,480 ¥4,400

マウスピース YAMAHA 51L 数本 ¥7,480 ¥4,400

マウスピース YAMAHA 51C4L-GP 数本 ¥16,500 ¥9,900

マウスピース Bach Corp. 6HAM GP(細) 2 ― ¥12,760

マウスピース Bach 6HAL(太) 1 ¥8,910 ¥7,150

マウスピース Bach 6HAL(太) 1 ¥8,910 ¥6,600

マウスピース Bach 6HAM(太) 1 ¥8,910 ¥6,600

マウスピース Bach 6HA 数本 ¥8,910 ¥5,940

マウスピース Bach 6HAL(太) DCT加工 1 ― ¥12,100

マウスピース Baｃｈ 6HA(太) 1 ― ¥6,050

マウスピース Baｃｈ 5GB(太) 1 ― ¥7,150

マウスピース Schilke シンフォニーD5.1 1 ― ¥20,000

マウスピース GETZEN 6HAL(太) 1 ― ¥2,750

マウスピース CONN 5G(太) 2 ― ¥2,750

マウスピース Bach 5GS(細) 1 ― ¥6,600

ケース C.C.シャイニーケース パステルブルー(ワイド･旧タイプ・ショルダーのみ) 1 ― ¥29,370

ケース C.C.シャイニーケース ネイビー(ワイド・旧タイプ・ショルダーのみ) 1 ― ¥29,370

ケース(B.Trb用) C.C.シャイニーケース バストロンボーン ・スパークリングブルーパープル＆ブルー)・限定カラー 1 ― ¥48,380

中古

Trbケース商品No.50751 CONN 1 ― ¥11,000

マウスピース 商品No.11882 ワーウィック 1 ― ¥9,900

マウスピース 商品No.11911 Bach 1 ― ¥2,200

アウトレット

マウスピース Schilke 62 1 ¥22,000 ¥10,230

マウスピース Schilke 67 1 ¥22,000 ¥17,600

マウスピース Miraphone TU19 1 ¥29,700 ¥17,820

マウスピース Miraphone TU17 1 ¥29,700 ¥15,400

マウスピース Miraphone TU25 1 ¥29,700 ¥15,400

マウスピース Miraphone TU07 1 ¥29,700 ¥15,400

マウスピース Miraphone 25 DCT加工 1 ― ¥30,580

マウスピース ペラントゥッチ PT-82S 1 ¥11,000

ミュート Schlipf's C管用 プラクティスミュート No.10 1 ¥46,200

スワブ YAMAHA TUBA抜差し管用スワブ・茶色 多数 ― ¥100

中古

商品No.51004 Miraphone 1 ― ¥110,000

ミュート 商品No.51044 ユポン 1 ― ¥23,100

商品No.51018 1 ― ¥6,600

61/2AL(太)

TUBAミラフォンハードケース　F管用(Firebird用）

リトルサイレンサー Mサイズ(チューニング管付)

F管用 TUBAハードケース

イアンバースフィールモデル S GP

テナーバストロンボーン・ハードケース

Trombone/Euphonium

Tuba



アウトレット

メトロノーム SEIKO 1 ¥3,300 ¥2,200

チューナーメトロノーム･マイク セット SEIKO 複数 ― ¥2,000

電子ドラムパッド Teeda 複数 ¥4,950 ¥1,000

バスドラムスパー Pearl 1 ¥4,730 ¥1,000

中古

ギター 商品No.51005 YAMAHA 1 ― ¥5,500

アウトレット 出版社 タイトル / 作曲者

木管5重奏 商品No.OLG0001
(FL･OB･ＢｂＣＬ･ＢＳＮ･ＨＲ)

ショット(SCHOTT) 3 ¥7,810 ¥5,467

管楽13重奏 商品No.OLG0002
(2 OB･2 CL･4 HR･2 BSN･CB)

ヘンレ(Henle) 1 ¥14,300 ¥10,010

サックス4重奏 商品No.OLG0003
(S･A･T･B)

教育芸術社 1 ¥3,960 ¥3,168

木管3重奏 商品No.OLG0004
(OB･BbCL･BSN)

ルデュック(Leduc) 1 ¥6,160 ¥4,312

サックス4重奏 商品No.OLG0005
(S･A･T･B)

ビヨドー(Billaudot) 1 ¥5,610 ¥3,927

金管8重奏 商品No.OLG0006
(4 TP･4TB)

ビヨドー(Billaudot) 1 ¥4,400 ¥3,080

トロンボーン4重奏 商品No.OLG0007
(4 TB)

ルデュック(Leduc) 1 ¥7,040 ¥4,928

トロンボーン4重奏 商品No.OLG0008
(4 TB)

ルデュック(Leduc) 1 ¥4,840 ¥3,388

打楽器4重奏 商品No.OLG0009
(Flute, Celesta or Piano, Triangle, Sus
Cymbal, Bells, 3 Temple Blocks, Marimba,
Gong, Snare Drum, Timbales and Bass Drum)

ラディック(Ludwig) 1 ¥1,870 ¥1,309

打楽器4重奏 商品No.OLG0010
（・5-Timpani etc.
・Timbales-Bongos-small tomtom etc.
・5-Deep tomtoms etc.
・Roto-toms & small tomt etc.)

サザンミュージック
(Southern Music
Company)

1 ¥4,235 ¥2,964

スコア 商品No.OLG0013
(Concert band)

バーンハウス
(Barnhouse)

1 ¥770 ¥616

バス―ン教本 商品No.OLG0014
(BSN)

ルデュック(Leduc) 1 ¥5,610 ¥3,927

クラリネット楽曲 商品No.OLG0015
(CL･PF)

ハンセン
(WilhelmHANSEN)

1 ¥3,410 ¥2,728

サックス教本 商品No.OLG0016
(SAX)

ノナカ 1 ¥1,100 ¥770

ピッコロ教本 商品No.OLG0017
(PIC)

ノヴェロ(Novello) 1 ¥6,149 ¥4,919

クラリネット楽曲 商品No.OLG0018
(CL Solo)

リコルディ(Ricordi) 1 ¥7,370 ¥5,896

「サキソフォンのための音階 / 阪口 新」
長期在庫品。一部折れあり。

「ピッコロ練習課題(A Piccolo Practice Book) /
ワイ、モリス(WYE,Trevor　MORRIS,Ptricia)」
長期在庫品。一部日焼けあり。

 SP-20

STH-100 (WH) / STM-20

「5重奏曲(Quintette) / フランセ(Francaix、Jean)」
パート譜のみ。展示品、表紙汚れあり。

「セレナード第10番変ロ長調[グラン･パルティータ]
(Serenade B-dur KV361(370a)GranPartita) /
モーツァルト(Mozart,W,A)」
パート譜のみ。展示品、表紙破れあり。

「ティータイムの画集 / 三浦真理」
パート譜、スコアセット。

「3つの小品(Trois Pieces) / リュエフ(RUEFF,Jeanine)」
OB･BbCLパート譜、スコアセット。展示品、表紙破れあ
り。

「前奏曲とコラールバリエ(Prelude & Choral Varie)
/ボルサリ(BORSARI,A)」
パート譜、スコアセット。

「クレール(Clair) / ドナトニ(DONATONI,Franco)」
長期在庫品。一部折れあり。

「シルバーセーブル(Silver Sable) /
 シェイファー(SHAFFER,David)」
スコアのみ。長期在庫品。

「総合教本 音階と日課練習課題 第2巻
(Enseignement complet du Basson 2e cahier) /
ラヴラドゥ(OUBRADOUS,Fernand)」
長期在庫品。一部日焼け、折れあり。

「奇想曲(Caprice) / コッペル(KOPPEL,Anders)」
長期在庫品。一部折れあり。

「舞踏組曲(Suite de Danses) / バッハ(BACH,J,S)」
パート譜、スコアセット。TPはBb、Cの楽譜があり。

特訓ドラムパッド(ドラムパッド本体･スティック1組・専用ケース付)

ギター

DM71RK（リラックマ）　ブルー

「5つの小品(cinq pièces à quatre) /
 ブートリ(BOUTRY,Roger)」
パート譜、スコアセット。表紙破れあり。

「5つの小品(cinq pièces à quatre) /
ブートリ(BOUTRY,Roger)」
パート譜、スコアセット。

「独奏とスケルツォ(SOLILOQUY AND SCHERZO) /
ムーア(Moore, James L)」
パート譜、スコアセット。長期在庫品。

「インタープレイ(INTERPLAY) / ホルヴィット
(HORVIT,Michael)」
パート譜、スコアセット。長期在庫品。

その他 小物

楽譜



トロンボーン教本 商品No.OLG0019
(TB)

ルデュック(Leduc) 複数 ¥5,500 ¥3,850

トロンボーン教本 商品No.OLG0020
(TB)

ルデュック(Leduc) 複数 ¥5,500 ¥3,850

トロンボーン教本 商品No.OLG0021
(TB)

ルデュック(Leduc) 複数 ¥5,830 ¥4,081

トロンボーン教本 商品No.OLG0022
(TB)

ルデュック(Leduc) 1 ¥4,840 ¥3,388

打楽器アンサンブル 商品No.OLG0023
(Marimba ｅｔｃ.)

全音 1 ¥3,300 ¥2,475

E ｂクラリネット教本 商品No.OLG0024
(E b CL)

ヤマハミュージックメディア 1 ¥1,650 ¥1,320

サックス教本 商品No.OLG0025
(SAX)

ルデュック(Leduc) 1 ¥5,390 ¥3,773

バス―ン教本 商品No.OLG0026
(BSN)

シコルスキ(Sikorski) 1 ¥3,619 ¥550

クラリネット楽曲 商品No.OLG0027
(CL Solo)

ホフマイスタ(Hofmeister) 1 ¥3,080 ¥2,464

サックス楽曲 商品No.OLG0028
(SAX)

ユニバーサル
(Universal Edition)

1 ¥4,290 ¥2,574

クラリネット教本 商品No.OLG0029
(CL)

ビヨドー(Billaudot) 1 ¥1,540 ¥1,155

「協奏曲 変ロ長調(Konzert B-dur) / グラウン
(Graun.J.G.)」
装丁傷み。

「総合教則本 第1巻
(Methode Complete de Trombone a Coulisse volume1)
/
ラフォッス(LAFOSSE,Andre)」
長期在庫品。装丁が旧型(大型)。

「53の練習曲 第1巻 / ミュール」
背表紙に傷多数あり。

「総合教則本 第3巻
(Methode Complete de Trombone a Coulisse
volume3)/
ラフォッス(LAFOSSE,Andre)」
長期在庫品。装丁が旧型(大型)。

「総合教則本 第2巻
(Methode Complete de Trombone a Coulisse volume2)
/
ラフォッス(LAFOSSE,Andre)」
長期在庫品。装丁が旧型(大型)。

「JBCバンドスタディ」
角折れあり。

「12の様々な練習曲(Douze Etudes Variees) /
マッソン(MASSON,Gabriel)」
長期在庫品、一部日焼けあり。

「打楽器作品集 第2集 / 西村 朗」
長期在庫品、展示品、一部汚れあり。

「20の練習曲(20 Etude) / ミマール(Mimart)」
一部に折れ、擦れあり。

「協奏曲 第7番 変ホ長調(ダルムシュタット協奏曲 第1
番)(Konzert Es-dur) / シュタミッツ(Stamitz,Karl.)」
表紙日焼けあり。

「バラード(Ballade) / マルタン(Martin,Frank.)」
装丁古め。


