お得なヴァイオリン・セットのご案内
とってもお得&ちょっと訳あり

限定モデルセット

お得なヴィオラ・セットのご案内

※フルサイズ
とってもお得&ちょっと訳あり

ご提供価格

ニコロ・ サンティ NSN50 新品でも訳ありｾｯﾄ（ 定価￥ 72,600） ★限定２ｾｯﾄ
ｶﾙ ﾛ ｼﾞｮ ﾙ ﾀﾞ ｰﾉ V S- 2 新 品で も訳 あり ｾｯ ﾄ（ 定価 ￥ 7 2 ,6 0 0 ） ★ 限 定 １ ｾｯ ﾄ
ｲｰｽﾄﾏﾝ･ｽﾄﾘﾝｸﾞｽ VL80 新品2018年ﾓﾃﾞﾙ・ｾｯﾄ(定価￥75,900）★限定１ｾｯﾄ

￥５０，０００
￥５０，０００
￥５９，４００

★セットに含まれるもの：本体・ケース・弓・松やに（３Ｖ）・肩当て（ＦＯＭ）・アジャスター・楽器クロス！
※限定セットは販売次第終了。セット内容を変更する場合は、差額計算を致します。★中古楽器も展示中！

コスパの良いヴァイオリンセットのご案内
最初は高くても使い始めてわかる！周りの方と差が出る楽器を選びましょう！
ｷｭﾝｽﾄﾗｰ(ﾄﾞｲﾂ) THN210 (本体定価￥242,000）★本体３５％ｵﾌ！超得限定1ｾｯﾄ
グリガ(ルーマニア) ＧＥＭＳ (本体定価￥88,000）

★各店限定１ｾｯﾄ

ｷｭﾝｽﾄﾗｰ(ﾄﾞｲﾂ) THN14 (本体定価￥110,000） ★本体２０％ｵﾌ！限定1ｾｯﾄ
ピグマリウス(日本) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ (本体定価￥121,000）

★各店限定１ｾｯﾄ

イエスタ(独中合作) ｸﾚﾓﾈｰｾﾞ

★各店限定１ｾｯﾄ

ペゾルト(ドイツ) PA801J

(本体定価￥143,000）

(本体定価￥154,000）

★各店限定１ｾｯﾄ

ピグマリウス (日本) ｱﾝﾃｨｰｸ (本体￥220,000）★本体３０％ｵﾌ！超得限定1ｾｯﾄ
ｱﾙﾉﾙﾄﾞ･ﾊｽｷﾙ（ﾄﾞｲﾂ） No.3 (本体￥253,000）★本体３６％ｵﾌ！超得限定1ｾｯﾄ
ｷｭﾝｽﾄﾗｰ(ﾄﾞｲﾂ) THN210 (本体定価￥242,000）★本体３５％ｵﾌ！超得限定1ｾｯﾄ

セットのイメージ

※フルサイズ

Ａセット
ｼﾝﾌﾟﾙｾｯﾄ
ｾｯﾄ定価￥114,620

Ｂセット
ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟｾｯﾄ
ｾｯﾄ定価￥146,520

Ｃセット
ｺｽﾊﾟ最高！
ｾｯﾄ定価￥172,500

⇒￥９８，０００ ⇒￥１２０，０００ ⇒￥１４０，０００
ｾｯﾄ定価￥136,620

ｾｯﾄ定価￥168,520

★限定１ｾｯﾄ
★限定１ｾｯﾄ
★限定1ｾｯﾄ

￥４４，０００
￥７５，０００
￥８５，０００

グリガ（ﾙｰﾏﾆｱ） GEMS 基本ｾｯﾄ (本体￥121,000)
ｶｰﾙ･ﾍﾌﾅｰ(ﾄﾞｲﾂ) 基本ｾｯﾄ (本体￥198,000）
ピグマリウス(日本) 基本ｵﾘｼﾞﾅﾙｾｯﾄ (本体￥165,000）
ｺﾙｽﾀｲﾝ(ﾁｪｺ)No.650 基本ｾｯﾄ(本体￥440,000）新品訳あり
ﾊﾝｽ･ｼｭｰﾏﾝ(ﾄﾞｲﾂ) HSA07 基本ｾｯﾄ (本体￥825,000)

★限定数ｾｯﾄ
★限定1ｾｯﾄ
★限定数ｾｯﾄ
★限定1ｾｯﾄ
★限定1ｾｯﾄ

￥１３５，０００
￥１６５，０００
￥１７０，０００
￥２４５，０００
￥４８５，０００

ｾｯﾄ定価￥179,520

ｾｯﾄ定価￥205,500

ｾｯﾄ定価￥169,620

ｾｯﾄ定価￥201,520

ｾｯﾄ定価￥180,620

ｾｯﾄ定価￥212,520

おすすめチェロセットのご案内

ｾｯﾄ定価￥278,520
ｾｯﾄ定価￥300,520
ｾｯﾄ定価￥311,520

スズキ No.7 2 1 9 8 0 年製 ( 本体￥9 9 ,0 0 0） 中 古 修理済み ★限 定1 ｾｯ ﾄ
ｶﾙﾛ･ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ SC-160 (本体定価￥187,000）

★限定数ｾｯﾄ

ｾｯﾄ定価￥326,500

⇒￥１８０，０００ ⇒￥２００，０００ ⇒￥２２０，０００
ｾｯﾄ定価￥279,620

★限定数ｾｯﾄ

ｾｯﾄ定価￥304,500

⇒￥１７８，０００ ⇒￥１９８，０００ ⇒￥２１８，０００
ｾｯﾄ定価￥268,620

ｶﾙﾛ･ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ SC-100 (本体定価￥107,800）

ﾆｺﾛ･ｻﾝﾃｨ NSC-190 (本体定価￥209,000）

★限定数ｾｯﾄ

ｾｯﾄ定価￥337,500

⇒￥１８５，０００ ⇒￥２１０，０００ ⇒￥２３０，０００

ｱﾄﾘｴ･ｼｵﾝ ASC-1 AL (本体￥275,000）★チョイ傷特価限定1ｾｯﾄ

★セットに含まれるもの：すべてのセットに楽器クロス（￥880）、18万円以上で毛替え券（￥6,600)をご進呈
＜Aセット＞ケース(TRC100) ￥13,200、弓(BV101) ￥7,700、松やに(3V) ￥1,100、肩当(FOM) ￥2,420、追加アジャスター￥1,320
＜Bセット＞ケース(OBL300) ¥36,300、弓（Sforzando)¥16,500/(BV103)￥30,800、松やに(3V) ￥1,100、肩当(FOM) ￥2,420、追加アジャスター￥1,320
＜Cセット＞ケース(ｲｰｽﾄﾏﾝ) ¥36,300、弓(021A)￥46,200/(BL80)￥44,000、松やに(ｱﾙｼｪ) ￥2,200、肩当(KUN) ￥6,050、追加アジャスター￥1,320
※限定セットは販売次第終了。表に掲載していない楽器もございますのでお気軽にご相談下さい。
Aセットのイメージ

Bセットのイメージ

ｲｰｽﾄﾏﾝ･ｽﾄﾘﾝｸﾞｽ VC100 (本体定価￥220,000）
No Labeled Cech (ﾁｪｺ) ★20世紀半ば (本体￥275,000）
ﾋ ﾟ ｸﾞ ﾏ ﾘ ｳｽ･ ﾌ ﾟﾛ ｸﾞ ﾚｯ ｿ ( 本 体 定 価￥ 3 8 5 ,0 0 0 ）

Cセットｹｰｽのイメージ
※色は在庫限り

★限定数ｾｯﾄ
★超得限定1ｾｯﾄ
★限 定 数 ｾ ｯ ﾄ

※画像はイメージ

※フルサイズ
Ａセット
ｿﾌﾄｹｰｽｾｯﾄ

良い楽器をできるだけお得に！ 限定モデルは1本限り。お早めに！

ｾｯﾄ定価￥238,500

⇒￥１５０，０００ ⇒￥１６８，０００ ⇒￥１８８，０００
ｾｯﾄ定価￥246,620

または

※限定セットは販売次第終了。表に掲載していない楽器もございますのでお気軽にご相談下さい。

ｾｯﾄ定価￥227,500

⇒￥１４０，０００ ⇒￥１６０，０００ ⇒￥１８０，０００

ヴィオラは縁の下の力持ちですが、ケースも少
し地味…。
上画像が基本装備のケースですが、グレード
アップセットはカーボンマックケース（下図、
在庫限りでご提供となります。）で、とても素
敵に変身！さらに弓ほかもグレードアップにな
り、長く使えますね。

★基本ｾｯﾄ：ﾒｰｶｰ指定品。本体・ｹｰｽ・弓は松やに（ 3V）・肩当（FOM）・ｱｼﾞｬｽﾀｰ・楽器ｸﾛｽ（定価￥34,100～￥40,700)
★ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟｾｯト定価￥115,500（本体・ｹｰｽ（ｶｰﾎﾞﾝ)・弓(BVO-203)・松やに(ｱﾙｼｪ)・肩当（FOM）・ｱｼﾞｬｽﾀｰ・楽器ｸﾛｽ
に変更される場合は、特価、プラス￥55,000でご提供致します。

ｾｯﾄ定価￥194,650

⇒￥１２５，０００ ⇒￥１４７，０００ ⇒￥１６８，０００

ご提供価格

ｶﾙﾛｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ VL-1基本ｾｯﾄ（￥55,880） 旧年度ﾓﾃﾞﾙ
ｶﾙﾛｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ VL-2基本ｾｯﾄ（￥88,880）
ｲｰｽﾄﾏﾝ･ｽﾄﾘﾝｸﾞｽ VA80基本ｾｯﾄ（￥100,980）

⇒￥１２０，０００ ⇒￥１４０，０００ ⇒￥１６０，０００
ｾｯﾄ定価￥147,620

限定モデルセット

ｾｯﾄ定価￥144,100

⇒￥１１０，０００
ｾｯﾄ定価￥135,300

⇒￥１２８，０００
ｾｯﾄ定価￥223,300

⇒￥１６８，０００
ｾｯﾄ定価￥245,300

⇒￥１８３，０００
ｾｯﾄ定価￥311,300

⇒￥２００，０００
ｾｯﾄ定価￥256,300

⇒￥２１０，０００
ｾｯﾄ定価￥311,300

⇒￥２２０，０００
ｾｯﾄ定価￥421,300

⇒￥３５０，０００

Ｂセット
ﾊｰﾄﾞｹｰｽｾｯﾄ

Ｃセット
超軽量ｹｰｽｾｯﾄ

ｾｯﾄ定価￥240,570

ｾｯﾄ定価￥312,070

⇒￥１８２，０００
ｾｯﾄ定価￥231,770

⇒￥２３０，０００
ｾｯﾄ定価￥303,270

⇒￥２００，０００
ｾｯﾄ定価￥319,770

⇒￥２４０，０００
ｾｯﾄ定価￥391,270

⇒￥２４０，０００
ｾｯﾄ定価￥341,770

⇒￥２８０，０００
ｾｯﾄ定価￥413,270

⇒￥２５５，０００
ｾｯﾄ定価￥407,770

⇒￥２９５，０００
ｾｯﾄ定価￥479,270

⇒￥２７０，０００
ｾｯﾄ定価￥352,770

⇒￥３００，０００
ｾｯﾄ定価￥424,270

⇒￥２８０，０００
ｾｯﾄ定価￥407,770

⇒￥３２０，０００
ｾｯﾄ定価￥479,270

⇒￥２８９，０００
ｾｯﾄ定価￥517,770

⇒￥３４０，０００
ｾｯﾄ定価￥589,270

⇒￥４１５，０００

⇒￥４５５，０００

★セットに含まれるもの：すべてのセットに楽器クロス（￥880）、22万円以上で毛替え券（￥6,600)をご進呈
＜Aセット＞ソフトケース(CC-150) ￥18,700、弓(BC301) ￥12,100、松やに(6CDL) ￥1,430、ｴﾝﾄﾞﾋﾟﾝｽﾄｯﾊﾟｰ(ﾀﾞｲｾﾑ) ￥3,190
＜Bセット＞ハードケース(ｲｰｽﾄﾏﾝSTD 約4.1kg) ￥77,000、弓(BC80)￥49,500、松やに(ﾐﾗﾝ･ﾀﾞｰｸ) ￥2,200、ｴﾝﾄﾞﾋﾟﾝｽﾄｯﾊﾟｰ(ﾀﾞｲｾﾑ) ￥3,190
＜Cセット＞超軽量ｹｰｽ(ｶｰﾎﾞﾝﾏｯｸCFC-3 約3.4kg) ￥132,000、弓(SA3001) ￥66,000、松やに(ﾐﾗﾝ･ﾀﾞｰｸ) ￥2,200、ｴﾝﾄﾞﾋﾟﾝｽﾄｯﾊﾟｰ(ﾀﾞｲｾﾑ) ￥3,190
※限定セットは販売次第終了。表に掲載していない楽器もございますのでお気軽にご相談下さい。

ﾓﾀﾞﾝ・新作ヴァイオリンのご案内

※フルサイズ本体

このチャンスにモダン・ハンドメイド楽器！厳選して特価でご提供致します

推奨ｾｯﾄ定価

Labeled Klotz (ﾄﾞｲﾂ) ★20世紀初頭作 (本体価格￥660,000）
★限定1ｾｯﾄ
H. ｳﾞｧｲｾﾞ (ﾄﾞｲﾂ) 120S ★製作者製造証明書つき (本体価格￥330,000）
★限定1ｾｯﾄ
H. ｳﾞｧｲｾﾞ (ﾄﾞｲﾂ) 130S ★製作者製造証明書つき (本体価格￥506,000）
★限定1ｾｯﾄ
Labeled Jomber (ﾌﾗﾝｽ)★20世紀初頭のﾊﾟﾘ工房制 (本体価格￥550,000）
★限定1ｾｯﾄ
H. Herclik (ﾁｪｺ) ★20世紀初頭東欧ボヘミア時代の作 (本体価格￥605,000）
★限定1ｾｯﾄ
ｳﾞｧｼﾞﾙ･ﾏﾚ (ﾙｰﾏﾆｱ) ★現在名工のひとり。作者証明つき (本体価格￥880,000） ★限定1ｾｯﾄ
D.Soriot (ﾌﾗﾝｽ) ★20世紀初頭フランス・ミルクール手工芸 (本体価格￥638,000） ★限定1ｾｯﾄ
N. Knappe (ﾄﾞｲﾂ) ★20世紀半ば、現存するドイツの老舗工房。 (本体価格￥770,000）★限定1ｾｯﾄ
セットに含まれるもの：すべてのセットに楽器クロスもご進呈

￥793,430
￥463,430
￥639,430
￥683,430
￥738,430
￥1,013,430
￥771,430
￥903,430

セットｹｰｽのイメージ

ご提供価格

￥３００，０００
￥３５０，０００
￥４２０，０００
￥４６０，０００
￥５００，０００
￥５５０，０００
￥５８０，０００
￥６３０，０００
※色は在庫限り

ケース(超軽量ｶｰﾎﾞﾝﾏｯｸ) ¥58,300、ﾄﾞｲﾂ弓(VN60)￥66,000、松やに(ｱﾙｼｪ) ￥2,200、
肩当(KUN) ￥6,050、毛替え券(半年有効￥6,600）
※限定セットは販売次第終了。表に掲載していない楽器もございますのでお気軽にご相談下さい。

◆そのほか初心者向けのお得なセット、分数ヴァイオリンなどもご案内可能です。◆主にイオンモールつくば店、高崎オーパ店に展示していますが、ご希望により各店舗に移動
することもできますが、安全輸送のためお時間がかかる場合がございます。◆輸入品が主のため、予期せぬ品切れ、価格変更は予めご了承下さい。◆楽器や弓は、その性質上消
毒液などを塗布することが困難ですので、まずはお話をお聞かせいただいた上で楽器をご提示致します。◆楽器はすべて調整済み、表示は税込、画像はすべてイメージです。◆
セールは予告なく終了する場合がありますので予めご了承下さい。◆各種ご相談は、お気軽にスタッフまでお申しつけ下さい。◆時節柄ご試奏のみはご遠慮頂いています。

弓

Aセットのイメージ

Bセットのイメージ

Cセットのイメージ

ソフトケースは軽い
ものの衝撃に弱い
ので、ご自宅や限ら
れた空間や移動に
とても便利です。
ポケットもたくさん！

学 校 での 使 用 を考
え る と、ハ ー ド ケ ー
ス は 必 須！密 閉 性
が高いので湿気や
乾燥にも強いのが
特徴です。

学 校 での 使 用 は も
ちろん、電車や
クルマでの移動でも
より軽くて、耐久性、
安全性が得られま
す。

弓 の 保全 と安 全性
のため、弓ケースに
入れて保管してくだ
さい。

お茶(525ml)のペット
ボトルが７本ともう1
本 を一 口 飲 んだ 後
の重さです。

お茶(525ml)のペット
ボトルが６本と半分
くら いの 重さになり
ます。

が変わると

世界

が変わるっ！

～あなたの弓を下取りキャンペーン～
6万円(税込)以上の弓をお買い求めの場合で10％引き、
さらに10万円(税込)以上なら、１５％引きでご提供します！
弓の下取りで通常査定の２０％アップ、壊れた弓も300円からお引き取り！

